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１ 個別施設計画の概要
（１）計画策定の位置づけと目的

インフラ長寿命化計画（個別施設計画）の位置付けについて

学術の大型研究計画
に関するマスタープラン

(日本学術会議「マスタープラン」)

学術研究の大型プロジェクト
の推進に関する基本構想

(文部科学省「マスタープラン」)

文部科学省
インフラ長寿命化計画

(行動計画)
(平成27年3月策定)

インフラ長寿命化基本計画の体系

インフラ長寿命化基本計画
(平成25年11月策定)

：影響 ：相関

高エネルギー加速器研究機構
キャンパスマスタープラン

インフラ長寿命化計画
（行動計画）
平成28年4月

インフラ長寿命化計画
（個別施設計画）

施設ごとのメンテナンスサイクルの実施計画

高エネルギー加速器研究機構
インフラ長寿命化計画

KEKロードマップ ・ KEK-PIP

：機構内の位置付け

平成24年12月の中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故を受けて、政府全体の取組として、
国民生活や社会経済活動を支えるインフラに関する維持管理等の方向性を示す基本的な計画である
「インフラ長寿命化基本計画」が平成25年11月に政府より策定された。
この基本計画を踏まえ、本機構は、世界の基礎科学研究を先導する研究成果をあげることを目指して

まとめた｢KEKロードマップ｣やロードマップに挙げられた研究計画を具体的に進めるための実施計画「KEK 
Project Implementation Plan(KEK-PIP)」の影響を受けて、機構の管理する施設の維持管理等
を着実に推進し、中期的な取組の方向性を明らかにするため、平成28年4月に「高エネルギー加速器
研究機構インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定し、これにより施設の長寿命化に向けた取組を
一層推進するものである。
本個別施設計画は、平成28年4月に策定された｢インフラ長寿命化計画（行動計画）｣に基づき、

施設の安全性確保、トータルコストの縮減及び予算の平準化を目的とし、適切なメンテナンスサイクルの
構築及び適切な実施を図るため、個別施設ごとの具体的な対応方針（計画期間における整備計画
及び長期方針）を定めたものである。

高エネルギー加速器研究機構
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（２）本機構の特徴

１ 個別施設計画の概要

（３）計画期間
個別施設計画の計画期間は、長寿命化の推進による財政的な効果について、長期的な視点で検

証する必要があることから、2019年度から2068年度までの50年間とする。
また、本機構の特徴を踏まえ、長寿命化対象施設に属さないプロジェクト関連施設は、プロジェクトごと

に計画期間を定める。
なお、本計画は社会情勢や研究プロジェクトの変更等への対応が必要となった場合は、計画期間に

関わらず適宜、見直しを行うものとする。

本機構は、最先端の大型粒子加速器を用いて、素粒子や原子核の研究から原子や分子レベルでの
物質の構造や機能の研究、生命体の生命活動の研究まで、幅広い基礎科学の研究から多様な研究
計画の円滑な遂行のための高度な技術支援を行うために必要な基盤的研究関連する研究など、大学
共同利用機関法人として、素粒子物理・原子核物理・物質科学・生命科学という基礎科学分野の研
究を推進し、大学を中心とした学術界のみならず、産業界まで広く国内外の研究者に研究の場を提供
することを目的としている。
また、個別の大学の枠を越えてプロジェクトを推進するための機能を担っており、大規模化する国際プロ

ジェクトの推進、研究に不可欠な先端的技術開発及び数多くのユーザーが利用する大学共同利用実
験の支援など、将来の加速器科学分野を担う若手研究者及び女性研究者育成や国際連携と産学
官連携による研究力の強化に向けた取り組みを推進している。
本機構は約160ha(東京ドーム約35個分)の敷地を有し、プロジェクトに合わせて建設された鉄骨造

(S造)の実験装置を収納するための建屋が多数を占める。
一方、実験に伴い装置から放射線が発生することから構内には放射線管理区域が設定されており、

放射線遮蔽対策を考慮した鉄筋コンクリート造(RC造)の建物も建設されている。
さらに、多様な研究プロジェクトに対応するため、大型実験装置を保有しており、これらの装置を稼働

するための電力・冷却水・空調など、基幹設備が欠かせないことも施設の大きな特徴である。
以上のことから、本機構施設は、「KEKロードマップ｣にあげられる｢PF(放射光実験施設)｣｢スーパーB

ファクトリー(電子・陽電子衝突型加速器)｣｢J-PARC(大強度陽子加速器)｣の主要な３つの研究プロ
ジェクト関連施設に加え、これらの研究活動を技術的に支える基盤施設が設置されていることが特徴で
ある。

高エネルギー加速器研究機構
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（４）個別施設計画の基本的な考え方

個別施設計画の基本的な考え方について

１ 個別施設計画の概要

コ
ス
ト
縮
減

平
準
化

コ
ス
ト
の

最
適
化

安全・安心
価値の高い
施設

施設総量の最適化
廃止・集約・
転用含む

(将来）

1) 予防保全的な維持管理
厳しい財政状況のなか、着実なメンテナンスサイクルを行うためには、大規模修繕に伴うコスト増を避

けるため、損傷が軽微である早期段階で予防的な修繕を行う。
2) コストの最適化

施設の安全性確保、トータルコストの縮減、優先度をつけた計画的な修繕・改修計画による予算の
平準化など、中長期的視点に立ったコスト管理を行っていく。
3) 施設総量の最適化

既存施設の利用実態・今後の需要等を踏まえ、必要性の認められない施設について、廃止・撤去の
検討を進めるとともに、必要性の認められる施設についても用途変更や集約化が図れないかの検討を行
い、既存施設の効果的な管理運用を行っていく。

効果

・重点的な整備による質の向上
・資産の有効活用
・維持管理の縮減

施設総量
の縮減

集約化・
複合化・

転用

廃止に向けての検討

中長期的視点に立ったコスト管理

計画的な修繕・改修計画

着実なメンテナンスサイクルの実現

予防保全的な維持管理

プロジェクトの継続・
転用などに伴う

施設のニーズの変化

将来的
に不要
となる
施設

長期的
に必要
となる
施設

(現在）

既存
保有
施設

施設総量の
最適化
について
判断

必要性の
認められる

施設

必要性の
認めれない

施設
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（５）対象施設

②長寿命化対象施設

①プロジェクト関連施設

③小規模施設

個別施設計画の対象施設区分

個別施設計画の対象施設の区分について

１ 個別施設計画の概要

所管する建物 5団地 305棟 272,942m2

計画対象建物 2団地 265棟 228,802m2

Ⅰ． 建 物
本機構が保有する建物のうち、つくばキャンパス及び東

海キャンパスの施設を対象とする。（ただし、借受建物、
職員宿舎及び共同利用等研究者のための宿泊施設※ 

については除く。）

※職員宿舎及び共同利用等研究者のための宿泊施設
の改修整備は、別途対応策を検討とする。

個別施設計画の対象建物

Ⅱ． 対象施設の区分
本機構の特徴より、個別施設計画の対象施設を｢①プロジェクト関連施設｣｢②長寿命化対象施設｣

｢③小規模施設｣の３つの区分に分ける。
｢①プロジェクト関連施設｣は、実験・研究の優先度により、必要な規模・機能を維持する施設とする。
「②長寿命化対象施設」は、計画的な修繕・改修計画により、長期的に必要性が認められる施設とする。
｢③小規模施設｣は、施設の機能維持を前提とし、必要な改修・修繕する施設とする。

：実験・研究の優先度により、必要な規模・機能を維持する施設

：計画的な修繕・改修計画により、長期的に必要性が認められる施設

：施設の機能維持を前提とし、必要な改修・修繕する施設

高エネルギー加速器研究機構
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１ 個別施設計画の概要

個別施設計画の対象施設の分類について

②長寿命化対象施設

PF（放射光実験施設）
対象建物：２３棟

①プロジェクト関連施設

スーパーBファクトリー
(電子・陽電子衝突型加速器)

対象建物：６０棟

J-PARC
(大強度陽子加速器施設)

対象建物：３９棟

その他プロジェクト(３つのプロジェクトに属さないもの)
対象建物：７０棟

③小規模施設
①及び②に該当しない、
床面200m2未満の施設

対象建物：２７棟

対象建物：４６棟
一般建物及び共通基盤施設
1)一般建物
共同利用機関管理部、
共同利用機関福利施設

２)共通基盤施設
機械工学、超伝導低温工学、
計算科学、放射線科学

３)居室を有する施設
研究本館、１号館、２号館、
３号館、４号館、PF研究棟

４)インフラとして重要な施設
特高変電棟 等

床面積
200m2

200m2未満200m2越える

(内200m2

未満 ９棟)

(内200m2

未満 ３３棟)

(内200m2

未満 ９棟)

(内200m2

未満 ４６棟)

プロジェクト関連施設は、｢KEKロードマップ｣にあげられる主要な３つの研究プロジェクトとして、｢PF(放射
光実験施設)｣｢スーパーBファクトリー(電子・陽電子衝突型加速器)｣｢J-PARC(大強度陽子加速器)｣と
その他プロジェクト(３つのプロジェクトに属さないもの)に整理する。

高エネルギー加速器研究機構
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１ 個別施設計画の概要
（６）つくばキャンパスの現状

新 築

※一部修繕のみとし、性能維持
(小改修)は実施していない。

建 替

点検・修繕 ※

築２５～３０年 築５５～６０年 築８５～９０年

※現在の施設のライフサイクルフロー（イメージ）

大改修

つくばキャンパスは、高エネルギー物理学研究所として発足した１９７１年から１９８５年頃までに
かけて、多くの施設が集中的に整備された。
このため、築２５年以上の施設が全体の約７６％を占め、改修済の施設は約８％にとどまる。
インフラ長寿命化に向けた施設の基本的なライフサイクル※を考えると、つくばキャンパスの現状は、下記

のフロー図の太枠のとおりである。
これまでの施設整備は一部修繕のみとし、性能維持(小改修)は実施していない中、性能維持及び機

能向上(大改修)をむかえる状況となっている。
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ＥＲＬ開発棟

2号館

研究本館

ＥＲＬ開発棟

■ 大規模改修済建物

■ 経年25年以上建物

■ 経年25年未満建物

築25年以上
14.6万m2

(76%)

性能維持
＋

機能向上
大改修 点検・修繕 ※

性能維持
＋

機能向上
点検・修繕

※

高エネルギー加速器研究機構



9

１ 個別施設計画の概要
（７）東海キャンパスの現状

※現在の施設のライフサイクルフロー（イメージ）

東海キャンパスは平成１７年に設置され、その翌年にはJ-PARCセンターが日本原子力研究開発機
構と共同で設置された比較的新しいキャンパスである。
このため、築２５年以上の施設が全体の約２１％を占める。
インフラ長寿命化に向けた施設の基本的なライフサイクル※を考えると、東海キャンパスの現状は、下記

のフロー図の太枠のとおりである。
これまでの施設整備は一部修繕のみとし、性能維持(小改修)は実施していない状況となっている。
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大規模改修済建物

経年25年以上建物

経年25年未満建物

建設延べ面積

建築年

築25年以上
1.0万m2

(21%)

新 築

※一部修繕のみとし、性能維持
（小改修）は実施していない。

建 替

点検・修繕 ※

築２５～３０年 築５５～６０年 築８５～９０年

大改修大改修 点検・修繕 ※

性能維持
＋

機能向上
点検・修繕

※

性能維持
＋

機能向上

高エネルギー加速器研究機構



59%

82%

65%

21%

100%

13%

14%

100%

79%

28%

4%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自家用発電設備

冷房熱源設備

暖房熱源設備

高圧受変電設備

特別高圧受変電設備

受水槽設備

排水処理設備

経年30年以上 経年15～29年 経年0～14年
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１ 個別施設計画の概要

（８）基幹環境（ライフライン）の現状
基幹環境（ライフライン）の経年劣化状況は、２０１９年現在、経年３０年以上のライフラインが全体

の約５３％を占めており、改修済の施設は約１０％にとどまっている。

○主要設備機器（キャンパス全体）

○主要設備機器（キャンパス別）

66%

95%

70%

28%

5%
14%

100%

100%

100%
72%

100%

95%
20%

5%

100%
30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大穂
自家用発電設備

東海
大穂

冷房熱源設備
大穂

暖房熱源設備
東海
大穂

高圧受変電設備
東海
大穂

特別高圧受変電設備
東海
大穂

受水槽設備

経年30年以上 経年15～29年 経年0～14年

公共下水接続のため、対象外

高エネルギー加速器研究機構



82%

57%

83%

70%

100%

45%

70%

78%

83%

100%

100%
100%

97%

13%

38%

12%

22%

100%

36%

30%

9%

4%

100%
3%

100%
6%

100%
4%

100%
5%

100%
7%

18%

100%
13%

100%
14%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

東海
大穂

情報通信線（LAN）
東海
大穂

屋外防災ケーブル
東海
大穂

屋外電話線
東海
大穂

屋外電力線（低圧）
東海
大穂

屋外電力線（高圧）
東海
大穂

屋外電力線（特別高圧）
大穂

屋外ガス管
大穂

屋外冷温水管
東海
大穂

屋外給水管（井水）
東海
大穂

屋外給水管（上水）
東海
大穂

屋外排水管（汚水）
東海
大穂

屋外排水管（雨水）
経年30年以上 経年15～29年 経年0～14年

55%
51%

46%
57%

80%
45%

70%
49%

67%
95%

100%

72%
9%

34%
6%

18%
20%

36%
30%

6%
3%

28%
36%

15%
48%

25%

18%

45%
30%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

情報通信線（LAN）
屋外防災ケーブル

屋外電話線
屋外電力線（低圧）
屋外電力線（高圧）

屋外電力線（特別高圧）
屋外ガス管

屋外冷温水管
屋外給水管（井水）
屋外給水管（上水）
屋外排水管（汚水）
屋外排水管（雨水）

経年30年以上 経年15～29年 経年0～14年

11

１ 個別施設計画の概要
○主要配管・配線（キャンパス全体）

○主要配管・配線（キャンパス別）

高エネルギー加速器研究機構
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１ 個別施設計画の概要
（９）個別施設計画の対象施設のライフサイクルフロー

補足）
※１ KEKロードマップ等に基づき、次期プロジェクトへの転用又はプロジェクト終了に伴う取壊しの判断を行う。

・ ・ ・

①プロジェクト関連施設

取壊し新築
点検・修繕 性能維持

または
機能向上

※１
点検・修繕 点検・修繕

：繰り返し

新築

(建替)

性能維持

性能維持

機能向上

性能維持

②長寿命化対象施設

20年～25年

20年～25年20年～25年

20年～25年

大改修

小改修

点検・修繕

点検・修繕

点検・修繕

点検・修繕

小改修

③小規模施設

20年～25年

20年～25年20年～25年

20年～25年

小改修

小改修

点検・修繕

点検・修繕

点検・修繕

点検・修繕

中改修

新築
(建替)

性能
維持

性能
維持

補足）
※２ 施設維持が必要な場合とする。

※２

※２

※２

性能
維持

｢①プロジェクト関連施設｣｢②長寿命化対象施設｣｢③小規模施設｣それぞれ対象施設におけるライフ
サイクルフローをしめす。
｢①プロジェクト関連施設｣は、 ｢②長寿命化対象施設｣及び｢③小規模施設｣と異なり、プロジェクトご

とにプロジェクト期間が設定される。従って、プロジェクトの継続または終了の判断を行うまでをサイクルとする
が、継続利用する施設については、再び同様の判断を行うこととなる。
｢②長寿命化対象施設｣は、小改修・大改修・小改修・新築(建替)のサイクルとなる。
｢③小規模施設｣ は、小改修・新築(建替)のサイクルとなり、大改修は行わないが、継続利用する施設

の場合は、小改修により施設の維持を行うこととする。

高エネルギー加速器研究機構



※１.建物付帯設備（電気設備・機械設備）は、一般的な機器類（照明設備や自動火災報知設備、ルームエアコンや給排
水設備等）のものである。基幹設備は除く。（基幹設備は、②基幹設備（電気設備）③基幹設備（機械設備）参照。）
※２.参考文献

「修繕方式の標準」（（社）日本建築学会）
「建築物のライフサイクルコスト」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
「建築物の LC 評価用データ集」（（社）建築設備維持保全推進協会（BELCA））

13

（１０）目標使用年数

建物の目標使用年数を以下のように設定する。建物の構造や対象部位について技術的知見及び今
までの改修実績等に基づき 、目標使用年数を設定する。東海キャンパスは塩害等環境条件を加味し、
( )内に示す年数を目標使用年数に設定する。
(通常の目標使用年数に使用環境別耐用年数を考慮した係数0.85を乗じた値)

１ 個別施設計画の概要

①建 物

区分 工種別 目標使用年数 KEK実績
参考調査機関

調査機関 更新周期 備考

屋根 アスファルト露出防水 ２０年 ２５年 建築学会 －年

官庁営繕 ２０年

BELCA ３０年

シート防水 ２０年 １５年 建築学会 －年

官庁営繕 ２０年

BELCA １５年

塗膜防水 ２０年 １５年 建築学会 －年

官庁営繕 ２０年

BELCA １５年

外壁 コンクリート，ＰＣパネル等+塗
装

２５年

（２０年）

２０年 建築学会 －年

官庁営繕 １５年

BELCA －年

タイル ４０年

（３５年）

４０年 建築学会 ５０年

官庁営繕 ４０年

BELCA ６０年

外壁シーリング ２０年 １５年 建築学会 －年

官庁営繕 １５年

BELCA －年

外部建具 鋼製建具 ５０年 － 建築学会 ３５年

官庁営繕 ３０年

BELCA ３５年

自動扉 ５０年 － 建築学会 －年

官庁営繕 －年 修繕周期５年

BELCA －年

電動シャッター ５０年 － 建築学会 －年

官庁営繕 －年 修繕周期５年

BELCA －年

道路・側溝等 アスファルト舗装 ３５年 ３５年 建築学会 －年

官庁営繕 －年

BELCA －年

建物付帯電気設備 情報通信設備、拡声設備、自動火
災報知設備、入退室管理設備

２５年 － 建築学会 ２０年
官庁営繕 ２０年

BELCA ２０年

建物付帯電気設備 照明設備、幹線設備、動力設備、
実験動力設備

５０年 － 建築学会 ２５年

官庁営繕 ３０年

BELCA ３０年

建物付帯電気設備 昇降機設備 ５０年 － 建築学会 ３０年

官庁営繕 ２５年

BELCA ２５年

建物付帯機械設備 空調設備 ２５年 － 建築学会 ２０年

官庁営繕 １５年

BELCA １５年

建物付帯機械設備 給湯設備 ２５年 － 建築学会 １０年
官庁営繕 １０年

BELCA １０年

建物付帯機械設備 給排水設備、消火設備、換気設備 ５０年 － 建築学会 ３０年

官庁営繕 ２５年

BELCA ２５年

・本機構の目標使用年数の考え方
各参考文献の更新周期等を踏まえ、事故の実績や大規模修繕等の履歴を基に、目標使用年数を設定する。

高エネルギー加速器研究機構



※１.ＫＥＫ（高エネルギー加速器研究機構）実績
高エネルギー加速器研究機構において、事故または大規模な修繕等の実績に基づき、設定した基準

※２.設定した設備は基幹設備（電気設備）のものであり、一般的な機器類（照明設備や動力設備ならびに自動火災報
知設備等）については建物付帯設備とし、本節では設定しない。(一般的な機器類は(10) ①建物に含む。)
※３.参考文献

「修繕方式の標準」（(社)日本建築学会）
「建築物のライフサイクルコスト」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
「建築物のＬＣ評価用データ集」（(社)建築設備維持保全推進協会（BELCA））
「保守点検周期および更新推奨時期」（(社)日本電機工業会（JEMA））
「電線・ケーブルの耐用年数の目安」（(社)日本電線工業会） 14

技術的知見及び今までの改修実績等に基づき 、設備ごとに目標使用年数を設定する。
東海キャンパスの屋外機器は塩害等環境条件を加味し、( )内に示す年数を目標使用年数に設定

する。(通常の目標使用年数に使用環境別耐用年数を考慮した係数0.85を乗じた値)

１ 個別施設計画の概要
②基幹設備（電気設備）

区分 工種別 目標使用年数 ＫＥＫ実績
参考調査機関

調査機関 更新周期 備考

特別高圧受
変電設備

GIS(屋外)
３０年

(２５年)
３３年

官庁営繕 －

BELCA －

日本電機工業会推奨 ２５年

断路器(屋外)
３０年

(２５年)
３３年

官庁営繕 －

BELCA －

日本電機工業会推奨 ２０年

ガス遮断器(屋外)
３０年

(２５年)
３３年

官庁営繕 －

BELCA －

日本電機工業会推奨 ２０年

避雷器(屋外)
３０年

(２５年)
４６年

官庁営繕 －

BELCA －

日本電機工業会推奨 ２０年

油入変圧器(屋外)
３０年

(２５年)
３１年

官庁営繕 －

BELCA －

日本電機工業会推奨 ２５年

高圧受変電
設備

油入変圧器(屋内) ４０年 －
官庁営繕 ３０年

油入変圧器(屋外)
３０年

(２５年)
３３年 BELCA ３０年

日本電機工業会推奨 ２５年

高圧コンデンサ設備(屋外)
４０年

(３５年)
３２年

建築学会 ２０年

BELCA ２５年

日本電機工業会推奨 １５年

高圧盤[真空遮断器又は負荷開閉
器等含む](屋内)

４０年 －
官庁営繕 ２５年

BELCA ３０年

高圧盤[真空遮断器又は負荷開閉
器等含む](屋外)

３０年

(２５年)
３３年 日本電機工業会推奨 ２５年

直流電源装置[蓄電池] １５年 １２年
官庁営繕 －

BELCA ７年
日本電機工業会推奨 －

ケーブル類

特別高圧ケーブル ３０年 ３５年
官庁営繕 －

BELCA －

日本電線工業会推奨 ２０～３０年

高圧ケーブル ３５年 ３９年
官庁営繕 －

BELCA －

日本電線工業会推奨 １０～３０年

通信ケーブル(光ファイバ) ３５年 － 官庁営繕 －

BELCA －

通信ケーブル(光ファイバ除く) ２０年 － 日本電線工業会推奨 １５～３０年

通信設備

構内交換装置 １５年 －
官庁営繕 １５年

BELCA ３０年

拡声設備 ３０年 －
官庁営繕 ２０年

BELCA ２５年

中央監視制御装置 １５年 １０年
官庁営繕 １０年
BELCA １０年

外灯設備 外灯設備 ３５年 ３４年 － －

高エネルギー加速器研究機構
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１ 個別施設計画の概要

技術的知見及び今までの改修実績等に基づき 、設備ごとに目標使用年数を設定する。
東海キャンパスの屋外機器は塩害等環境条件を加味し、( )内に示す年数を目標使用年数に設定
する。(通常の目標使用年数に使用環境別耐用年数を考慮した係数0.85を乗じた値)

③基幹設備（機械設備）

※３．参考文献
「修繕方式の標準」（(社)日本建築学会）
「建築物のライフサイクルコスト」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
「建築物のＬＣ評価用データ集」（(社)建築設備維持保全推進協会（BELCA））
「設備機材の具体的耐用年数の調査報告」（(社)建築業協会（BCS）

区分 工種別 目標使用年数
目標使用

累計運転時間
（KEK実績）

参考調査機関

調査機関 更新周期 備考

冷熱源
設備

真空式温水器 ２０年 50,000時間 建築学会 ２５年

官庁営繕 １５年

BELCA １５年

BCS １５年

スクリュー冷凍機 ２５年 100,000時間 官庁営繕 １５年

BELCA １５年

BCS １５年

吸収式冷温水発生機 １５年 50,000時間 官庁営繕 ２０年

BELCA ２０年

BCS １７.５年

空冷チラー ２０年

（１７年）

50,000時間 官庁営繕 １５年

BELCA １５年

冷却塔 ３０年

（２６年）

100,000時間 官庁営繕 １５年

BELCA １５年

BCS １４.４年

空調設備 エアーハンドリング

ユニット

２５年 150,000時間 官庁営繕 ２０年

BELCA １５年

BCS １７.５年

パッケージ形空調機 ２０年

（１７年）

100,000時間 官庁営繕 １５年

BELCA １５年

換気設備 送風機 ３０年 100,000時間 建築学会 ２０年

官庁営繕 ２０年 遠心式

BELCA １５年 多翼ﾌｧﾝ

BCS １５年 ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

ポンプ類 純水冷却水ポンプ ２５年 62,500時間 建築学会 １５年 ﾀｰﾋﾞﾝ

官庁営繕 ２０年

BELCA １５年 多段

BCS １７年

未処理冷却水ポンプ

給水ポンプ等

２５年 62,500時間 官庁営繕 ２０年

BELCA １５年

BCS １７年

水槽 受水槽、高架水槽

（ステンレス製）

３０年

４０年

－ 建築学会 ２０年

官庁営繕 ２０年 ﾊﾟﾈﾙ型

配管 ステンレス管

遠心力鉄筋コンクリー
ト管

白ガス管

ライニング管

４０年

４０年

３０年

３０年

－ 建築学会 １５年

官庁営繕 ２０年

BELCA １５年

BCS １７.１年

ダクト 空調用ダクト ４０年 － 建築学会 ２０年

官庁営繕 ３０年

BELCA ３０年

消火 屋内消火栓 ３０年 － 官庁営繕 ３０年

BELCA ２０年

※１．実験による長時間運転という特殊事情により使用年数の他、累計運転時間の設定も行う。
※２．設定した設備はプロジェクト関連施設のものであり、一般的な機器類（ルームエアコンや給排水設備等）

については建物付帯設備とし、本節では設定しない。(一般的な機器類は(10)①建物に含む。)

高エネルギー加速器研究機構



16

（１１）目標修繕年数
・本機構の目標修繕年数の考え方
東海キャンパスの屋外機器は塩害等環境条件を加味し、対象部位ごとに修繕等の履歴から目標修繕年数

を設定する。

１ 個別施設計画の概要

区分 工種別 目標修繕年数
ＫＥＫ実績

※1
備考

[電気設備]

特別高圧受変電設備

GIS(屋外) １５年 －

断路器(屋外) １５年 －

ガス遮断器(屋外) １５年 －

避雷器(屋外) １５年 －

油入変圧器(屋外) １５年 －

[電気設備]

高圧受変電設備

油入変圧器(屋外) １５年 １３年

高圧コンデンサ設備(屋外) １５年 １２年

高圧盤[真空遮断器又は負荷開閉器等含む]
(屋外)

１５年 －

[機械設備]

冷熱源設備

空冷チラー １０年 １１年

冷却塔（冷却水ラインポンプ含む） １０年
１０年～

１１年

[機械設備]

空調設備

パッケージ形空調機 １０年 ８年

東海キャンパスの屋外機器

※１.ＫＥＫ（高エネルギー加速器研究機構）実績
高エネルギー加速器研究機構において、修繕等の実績に基づき、設定した基準

10年～15年

10年～15年10年～15年

10年～15年

更新

修繕

点検

新設
(更新)

性能
維持

性能
維持

補足）
※２ 施設維持が
必要な場合とする。

※２

※２

※２

性能維持
機能向上

修繕

点検

点検 点検

・東海キャンパスの屋外機器のライフサイクルフロー

｢東海キャンパスの屋外機器｣ は、修繕・
更新のサイクルとし、施設維持が必要な場
合は、再び修繕・更新のサイクルフローとなる。

高エネルギー加速器研究機構
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２ 整備順位の考え方
（１）整備順位に関する用語の定義

整備順位に関する用語について、以下のとおりに定義する。

緊急度

健全度

重要度

優先度

影響度 ：建物・電気設備・機械設備が研究活動や日常生活に与える影響に関する評価

安全性 ：職員等の安全性に関する評価
ただし、人命に関わる場合は、優先的に整備対象とする。

法適合性 ：法令準拠等の適合に関する評価
ただし、法令改正による違法状態や行政指導等など対応を要する場合は、
優先的に整備対象とする。

老朽度 ：建物の経過年数や設備の目標使用年数に関する評価

劣化度 ：施設の劣化度合いに関する評価

：｢プロジェクト関連施設｣ 優先順位に関する評価
｢長寿命化対象施設｣ 施設の機能移転(代替)の可否に関する評価

高エネルギー加速器研究機構
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２ 整備順位の考え方
（２）整備順位の考え方

建物、電気設備、機械設備の修繕・改修の整備順位は、「重要度」、「緊急度」、「健全度」を評価し、
点数化して決定する。
本機構はプロジェクト関連施設が多数を占めるため、実験・研究・教育の優先度を考慮し、重要度を優

先し、緊急度及び健全度を加味した上で、総合的に評価を行う。
ただし、人命に関わるもの、法令改正による違法状態や行政指導等など対応を要するものは、実験・研

究・教育の優先度を鑑み評価に関わらず、優先的に整備対象とできるものとする。
なお、｢KEKロードマップ｣にあげられる主要な３つの研究プロジェクト｢PF(放射光実験施設)｣｢スーパーB

ファクトリー(電子・陽電子衝突型加速器｣｢J-PARC(大強度陽子加速器)｣に影響を与える施設及び放
射線の維持管理に関わる施設は、トリアージ候補施設としない。
（※トリアージ候補施設については、後述の ”5 今後の整備の方向性(4)施設のトリアージ” を参照）

２位４位 １位
(最優先)

５位７位 ３位

８位９位 ６位

緊急度 健全度

重
要
度

低 中 高

低

中

高

＋緊急度 健全度重要度 ×（ ）

＋

整備順位

<整備順位のイメージ>

：トリアージ候補施設
高エネルギー加速器研究機構
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２ 整備順位の考え方

現在の機構における施設のメンテナンス方式は、定められた適正周期に従って修理、整備を行うTBM
（Time-Based Maintenance）及び故障してから修理、整備を行うBDM（Break Down 
Maintenance）であるが、将来は施設の状態を監視し、施設の状態に基づいて修理、整備を行うCBM
（Condition-Based Maintenance ）を導入することで、施設の信頼性を向上させるとともに、トータル
コストの縮減を図る。

（３）施設のメンテナンス方式

ランク 設 備 名 称 メンテナンス方式
特別高圧受変電設備（特高変電所） CBM
中央監視設備 CBM
直流電源装置・蓄電池設備 CBM
自動火災報知設備 CBM又はBDM
特別高圧ケーブル CBM
高圧ケーブル CBM
高圧変電設備（高圧変電所） CBM
低圧電気設備 CBM又はBDM
電話交換機設備 CBM
昇降機 CBM
自家用発電設備 BDM
外灯設備 BDM

A

B

C

②基幹設備
（電気設備）

③基幹設備
（機械設備）

①建 物

ランク 設 備 名 称 メンテナンス方式
冷熱源設備 CBM又はBDM
空気調和設備 CBM又はBDM
実験冷却水設備 CBM又はBDM

換気設備 BDM
受・揚水設備 CBM又はBDM
パッケージ形空調機 CBM又はBDM
配管類 CBM又はBDM

クレーン設備 BDM
消火設備 BDM

A

B

C

ランク 部　位 メンテナンス方式
屋上防水 ＴＢＭ又はＢＤＭ
外壁（漏水に起因する箇所） ＴＢＭ又はＢＤＭ
遮蔽扉 ＢＤＭ
電動シャッター（放射線管理区域） ＢＤＭ
自動ドア（放射線管理区域） ＢＤＭ
電動シャッター（放射線管理区域以外） ＢＤＭ
自動ドア（放射線管理区域以外） ＢＤＭ
電動ゲート ＢＤＭ
外構・道路 ＢＤＭ
内装 －

A

B

C

高エネルギー加速器研究機構


判断基準

		電気設備更新の判断基準について デンキ セツビ コウシン ハンダン キジュン



		１　設備更新の時期 セツビ コウシン ジキ

		　　電気設備の更新時期（設置後年数）は、表１を目安とする。 デンキ セツビ コウシン ジキ セッチ ゴ ネンスウ ヒョウ メヤス



		表１　電気設備の更新時期 ヒョウ デンキ セツビ コウシン ジキ

														（単位：年） タンイ ネン

		設備区分 セツビ クブン		設備名称 セツビ メイショウ		本機構 ホン キコウ		参　考 サン コウ

								JEMA
推奨 スイショウ		JEMA
アンケート
※１		関東電気保安協会推奨 カントウ デンキ ホアン キョウカイ スイショウ		日本電線工業会推奨 スイショウ

		特別高圧 トクベツ コウアツ		GIS		25		25		28.0

		受変電設備		断路器 ダンロキ		25		20		27.1

				ガス遮断器 シャダンキ		25		20		25.7

				避雷器 ヒライキ		25		20		25.8

				油入変圧器 アブラ イ ヘンアツ キ		25		25		27.6

		高圧 コウアツ		負荷開閉器（LBS） フカ カイヘイキ		25						20

		受変電設備 ジュヘンデン セツビ		真空遮断器 シンクウ シャダンキ		25		20		25.5		20

				油入変圧器 アブラ イ ヘンアツ キ		25		20		27.6		(25)

				モールド変圧器 ヘンアツキ		25		20		27.1		(25)

				電力用コンデンサ（高圧） デンリョクヨウ コウアツ		25		15		23.2		25

				保護継電器 ホゴ ケイデンキ		25						20

		ケーブル類 ルイ		特別高圧ケーブル トクベツ コウアツ		30								20～30

				高圧ケーブル コウアツ		30						20		10～30

				通信ケーブル ツウシン		30								15～30

				光ケーブル ヒカリ		30								15～30

		※１　一般社団法人日本電機工業会「受変電設備の保全に関するアンケート調査」報告書　平成１５年３月 イッパン シャダン ホウジン ニホン デンキ コウギョウカイ ジュヘンデン セツビ ホゼン カン チョウサ ホウコクショ ヘイセイ ネン ガツ







ランク付け

				ランク		設 備 名 称 セツ ビ ナ ショウ		メンテナンス方式 ホウシキ

				A		特別高圧受変電設備（特高変電所） トクベツ コウアツ ジュヘンデン セツビ トッコウ ヘンデンショ		CBM

						中央監視設備 チュウオウ カンシ セツビ		CBM

						直流電源装置・蓄電池設備 チョクリュウ デンゲン ソウチ チクデンチ セツビ		CBM

						自動火災報知設備 ジドウ カサイ ホウチ セツビ		CBM又はBDM マタ

				B		特別高圧ケーブル トクベツ コウアツ		CBM

						高圧ケーブル コウアツ		CBM

						高圧変電設備（高圧変電所） コウアツ ヘンデン セツビ コウアツ ヘンデンショ		CBM

						低圧電気設備 テイアツ デンキ セツビ		CBM又はBDM マタ

						電話交換機設備 デンワ コウカンキ セツビ		CBM

				C		昇降機		CBM

						自家用発電設備		BDM

						外灯設備 ガイトウ セツビ		BDM





エレベーター

		つくばキャンパス・エレベーター一覧　 イチラン																																								2018														エレベーター長期修繕計画 チョウキ シュウゼン ケイカク																																		（千円） センエン

		No.		設置場所		設置年 セッチ ネン		改修年 カイシュウ ネン		駆動方式		積載能力		停止
階数		付加装置		製造者名		備考		老朽度の判断項目 ハンダン コウモク		緊急度の判断項目 ハンダン コウモク		重要度の判断項目 ハンダン コウモク												老朽度 ロウキュウ ド		緊急度 キンキュウド		重要度 ジュウヨウド														No.		設置場所		設置年 セッチ ネン		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027



												(Kg)										経過年数 ケイカ ネンスウ		稼働頻度		戸開走行
保護装置 ト カイ ソウコウ ホゴ ソウチ		地震管制
(S,P波) ジシン カンセイ ハ		駆動装置
耐震対策 クドウ ソウチ タイシン タイサク		昇降路内
耐震対策 ショウコウ ロ ナイ タイシン タイサク		ピット内
耐震対策 ナイ タイシン タイサク		施錠装置 セジョウ ソウチ		A:10年未満 ネン ミマン

																																						B:10年以上、20年未満 ネン イジョウ ネン ミマン

																																						C：30年以上 ネン イジョウ

		1		２号館		1974		2008		インバータ制御		1000		6		地震・停電管制
車椅子対応、ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ		㈱日立製作所		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)
H20.2 部分改修		10		普通		×		○		×		×		×		○																				1		２号館		2008		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323		580		225

		2		ＰＦ光源棟		1981		油圧間接制御				600		2		地震・停電管制		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		油圧式		37		普通		×		×		○		×		×		○																				2		ＰＦ光源棟		1981		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363		270

		3		先端計測実験棟		1981		交流帰還制御				600		3		地震・停電管制		東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		37		普通		×		×		×		×		×		○																				3		先端計測実験棟		1981		0		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363

		4		ＰＦ研究棟		1982		交流帰還制御				600		5		地震・停電管制		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		36		普通		×		×		×		×		×		○																				4		ＰＦ研究棟		1982		1,401		0		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237		320		127		245

		5		ＰＦ-ＡＲ南準備棟		1983		油圧間接制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		35		普通		×		×		○		×		×		×																				5		ＰＦ-ＡＲ南準備棟		1983		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237		320		127

		6		ＰＦ-ＡＲ北実験棟		1983		油圧間接制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		35		普通		×		×		○		×		×		×																				6		ＰＦ-ＡＲ北実験棟		1983		0		0		1,401		1,401		0				15,000		0		0		213		187		160		153		237		320

		7		富士実験棟		1984		交流帰還制御				1000		6		地震・停電管制		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		34		普通		×		×		×		×		×		○																				7		富士実験棟		1984		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187		160

		8		筑波実験棟		1984		交流帰還制御				1000		6		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		34		普通		×		×		×		×		×		×																				8		筑波実験棟		1984		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153

		9		大穂実験棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				9		大穂実験棟		1985		600		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237

		10		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				10		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		1985		200		127		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000

		11		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				11		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		1985		200		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0

		12		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				12		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		1985		200		768		363		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0

		13		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				13		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		1985		200		363		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213

		14		日光実験棟		1985		交流帰還制御				600		5		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				14		日光実験棟		1985		600		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187

		15		３号館
１号機		1989		インバータ制御				1000		7		地震・停電管制		㈱日立製作所		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		29		普通		×		○		×		×		×		○																				15		３号館
１号機		1989		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		2,802		0		0		0

		16		３号館
２号機		1989		2006		インバータ制御		1000		7		地震・停電管制 
車椅子対応、ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ		㈱日立製作所		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)
H18.8 部分改修		12		普通		×		○		×		×		×		○																				16		３号館
２号機		2006		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323		580		225		176		127

		17		電子陽電子入射器棟
２号機		1996		油圧間接制御				450		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		22		普通		×		×		○		×		×		×																				17		電子陽電子入射器棟
２号機		1996		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		2,802		0

		18		電子陽電子入射器棟
１号機		1996		油圧間接制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		22		普通		×		×		○		×		×		×																				18		電子陽電子入射器棟
１号機		1996		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		2,802		0

		19		超伝導リニアック
試験施設棟		2000		油圧間接制御				600		3		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		18		普通		×		×		○		×		×		×																				19		超伝導リニアック
試験施設棟		2000		270		397		523		67		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397

		20		４号館		2000		インバータ制御				750		4		地震・停電管制、
車椅子対応		東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ロープ式
機械室なし		18		普通		×		×		○		×		×		×																				20		４号館		2000		270		397		523		67		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397

		21		ＰＦ-ＡＲ北西実験棟		2002		インバータ制御				750		2		地震・停電・火災管制
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ロープ式
機械室なし		16		普通		×		×		○		×		×		×																				21		ＰＦ-ＡＲ北西実験棟		2002		245		363		270		397		523		67		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27

		22		管理棟		2007		インバータ制御				750		2		地震・停電・火災管制,
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		水圧式
機械室なし		11		普通		×		○		○		×		×		×																				22		管理棟		2007		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323		580		225		176

		23		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		2008		インバータ制御				750		2		地震・停電・火災管制
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		水圧式
機械室なし		10		普通		×		○		○		×		×		×																				23		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		2008		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323		580		225

		24		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ		2010		インバータ制御				750		3		地震・停電・火災管制
車椅子対応		東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ロープ式
機械室なし		8		普通		○		○		○		○		○		○																				24		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ		2010		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323

		25		１号館		2010		インバータ制御				750		2		地震・停電・火災管制
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		平形ロープ
機械室なし		8		普通		○		○		○		○		○		○																				25		１号館		2010		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323

		26		研究本館		2010		インバータ制御				750		3		地震・停電・火災管制
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		水圧式
機械室なし		8		普通		○		○		○		○		○		○																				26		研究本館		2010		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323

																																																								合計金額 ゴウケイ キンガク						7,384		8,310		25,460		24,425		23,865		25,560		24,631		23,803		23,040		25,572		25,176		24,726		23,287		25,156		19,818









対象施設

		平成２8年4月に策定された「高エネルギー加速器研究機構インフラ長寿命化（行動計画）」に基づき、

		個別施設ごとの具体的な改修方針及び修繕計画を定める。

		１　対象施設 タイショウ シセツ

		平成28年に策定されたインフラ長寿命化計画（行動計画）等に基づき、 ヘイセイ ネン サクテイ チョウジュミョウカ ケイカク コウドウ ケイカク トウ モト

		個別計画は次の設備を対象に作成する。 コベツ ケイカク ツギ セツビ タイショウ サクセイ

		対象施設の詳細については、別紙1「設備台帳」による。 タイショウ シセツ ショウサイ ベッシ セツビ ダイチョウ

		(1)		特別高圧受変電設備 トクベツ コウアツ ジュヘンデン セツビ

				154kV特高変電所　１か所、66kV特高変電所　6か所 トッコウ ヘンデンショ ショ トッコウ ヘンデンショ ショ

		(2)		特別高圧ケーブル トクベツ コウアツ

				約10,540m （5系統[本線]+1系統[予備線]） ヤク

		(3)		高圧受変電設備（サブ変電所） コウアツ ジュヘンデン セツビ ヘンデンショ

				6.6kVサブ変電所　77か所 ヘンデンショ ショ

		(4)		高圧ケーブル コウアツ

				約65,320m (156系統) ヤク ケイトウ

		(5)		自家用発電設備 ジカヨウ ハツデン セツビ

				ガスタービン発電機　2,000kVA×1台、750kV×1台、 ハツデンキ ダイ ダイ

				ディーゼル発電機　100kVA×1台 ハツデンキ ダイ

		(6)		昇降機 ショウコウキ

				33台 ダイ

		(7)		自動火災報知設備 ジドウ カサイ ホウチ セツビ

				受信機　68台、感知器 　約6,200個、音響装置　約855個 ジュシンキ ダイ カンチキ ヤク コ オンキョウ ソウチ ヤク コ

				発信器　約800個、表示灯　約770個 ハッシンキ ヤク コ ヒョウジトウ ヤク コ

		(8)		構内交換機設備 コウナイ コウカンキ セツビ



		(9)		放送設備 ホウソウ セツビ



		(10)		外灯設備 ガイトウ セツビ

				466台 ダイ

		(11)		照明設備（誘導灯、非常照明設備を含む） ショウメイ セツビ ユウドウトウ ヒジョウ ショウメイ セツビ フク

				誘導灯　約1,700台、非常照明　約4,850台 ユウドウトウ ヤク ダイ ヒジョウ ショウメイ ヤク ダイ

		（参考） サンコウ		名古屋大学の対象施設（電気）は、エレベータ設備、自家用電気工作物 ナゴヤ ダイガク タイショウ シセツ デンキ セツビ ジカヨウ デンキ コウサクブツ

				照明設備、屋外高圧ケーブル設備、屋外低圧ケーブル設備、屋外電話 ショウメイ セツビ オクガイ コウアツ セツビ オクガイ テイアツ セツビ オクガイ デンワ

				ケーブル設備、屋外防災ケーブル設備、屋外情報ケーブル設備、 セツビ オクガイ ボウサイ セツビ オクガイ ジョウホウ セツビ

				屋外外灯設備 オクガイ ガイトウ セツビ





状況等

		設 備 名 称 セツ ビ ナ ショウ		概 要 ガイ ヨウ		点検記録の
有無 テンケン キロク ウム		修繕記録の
有無 シュウゼン キロク ウム		年度保全
計画の有無 ネンド ホゼン ケイカク ウム		点検周期 テンケン シュウキ

		特別高圧受変電設備 トクベツ コウアツ ジュヘンデン セツビ		154kV特高変電所　１か所、
66kV特高変電所　6か所 トッコウ ヘンデンショ ショ トッコウ ヘンデンショ ショ		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		特別高圧ケーブル トクベツ コウアツ		約10,540m （5系統[本線]+1系統[予備線]） ヤク		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		高圧受変電設備 コウアツ ジュヘンデン セツビ		6.6kVサブ変電所　77か所 ヘンデンショ ショ		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		高圧ケーブル コウアツ		約65,320m (156系統)		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		自家用発電設備 ジカヨウ ハツデン セツビ		ガスタービン発電機　2,000kVA×1台、750kV×1台、
ディーゼル発電機　100kVA×1台 ハツデンキ ダイ ダイ		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		昇降機 ショウコウキ		33台 ダイ		有		有		有		１回/月 カイ ツキ

		自動火災報知設備 ジドウ カサイ ホウチ セツビ		受信機68台、感知器 約6,200個、音響装置 約855個、
発信器　約800個、表示灯　約770個		有		有		有		２回/年 カイ ネン

		構内交換機設備 コウナイ コウカンキ セツビ		電話交換機3台、PHSアンテナ約570台 デンワ コウカンキ ダイ ヤク ダイ		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		放送設備 ホウソウ セツビ		43か所（中央制御装置他）		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		外灯設備 ガイトウ セツビ		466台		有		有		有		１回/年





Sheet2

				起点 キテン		終点 シュウテン		ケーブル亘長(m) ワタ チョウ		ケーブル種別 シュベツ		ケーブルサイズ

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		大穂変電所 オオホ ヘンデンショ		840

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		AR変電所 ヘンデンショ		1,205

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		日光変電所 ニッコウ ヘンデンショ		905

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		PS変電所 ヘンデンショ		2,280

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		PF変電所 ヘンデンショ		1,970





Sheet1



		区分 クブン		計画番号 ケイカク バンゴウ		対 策 内 容 タイ サク ナイ カタチ		概算金額
（千円） ガイサン キンガク センエン		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成31年度 ヘイセイ ネンド		平成32年度 ヘイセイ ネンド		平成33年度 ヘイセイ ネンド		平成34年度 ヘイセイ ネンド		平成35年度
以降 ヘイセイ ネンド イコウ

		特高 トッコウ		CH1		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				CH2		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				TU1		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				TU2		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				TU3		遮断器、保護継電器等更新 シャダンキ ホゴ ケイデンキ トウ コウシン

				TU4		遮断器、保護継電器等更新 シャダンキ ホゴ ケイデンキ トウ コウシン

				TU5		コンデンサ等更新 トウ コウシン

				TU6		所内変圧器等更新 ショナイ ヘンアツ キ トウ コウシン

				TU7		コンデンサ等更新 トウ コウシン

				OH1		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				OH2		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				OH3		遮断器、保護継電器等更新 シャダンキ ホゴ ケイデンキ トウ コウシン

				OH4		遮断器、保護継電器等更新 シャダンキ ホゴ ケイデンキ トウ コウシン

				OH5		コンデンサ等更新 トウ コウシン

				OH6		所内変圧器等更新 ショナイ ヘンアツ キ トウ コウシン

				OH7		コンデンサ等更新 トウ コウシン

				AR1

				AR2

				AR3

				AR4

				AR5

				AR6

				AR7

				PS1		全体更新 ゼンタイ コウシン		613,540		251,490		362,050

				PF1








判断基準

		電気設備更新の判断基準について デンキ セツビ コウシン ハンダン キジュン



		１　設備更新の時期 セツビ コウシン ジキ

		　　電気設備の更新時期（設置後年数）は、表１を目安とする。 デンキ セツビ コウシン ジキ セッチ ゴ ネンスウ ヒョウ メヤス



		表１　電気設備の更新時期 ヒョウ デンキ セツビ コウシン ジキ

														（単位：年） タンイ ネン

		設備区分 セツビ クブン		設備名称 セツビ メイショウ		本機構 ホン キコウ		参　考 サン コウ

								JEMA
推奨 スイショウ		JEMA
アンケート
※１		関東電気保安協会推奨 カントウ デンキ ホアン キョウカイ スイショウ		日本電線工業会推奨 スイショウ

		特別高圧 トクベツ コウアツ		GIS		25		25		28.0

		受変電設備		断路器 ダンロキ		25		20		27.1

				ガス遮断器 シャダンキ		25		20		25.7

				避雷器 ヒライキ		25		20		25.8

				油入変圧器 アブラ イ ヘンアツ キ		25		25		27.6

		高圧 コウアツ		負荷開閉器（LBS） フカ カイヘイキ		25						20

		受変電設備 ジュヘンデン セツビ		真空遮断器 シンクウ シャダンキ		25		20		25.5		20

				油入変圧器 アブラ イ ヘンアツ キ		25		20		27.6		(25)

				モールド変圧器 ヘンアツキ		25		20		27.1		(25)

				電力用コンデンサ（高圧） デンリョクヨウ コウアツ		25		15		23.2		25

				保護継電器 ホゴ ケイデンキ		25						20

		ケーブル類 ルイ		特別高圧ケーブル トクベツ コウアツ		30								20～30

				高圧ケーブル コウアツ		30						20		10～30

				通信ケーブル ツウシン		30								15～30

				光ケーブル ヒカリ		30								15～30

		※１　一般社団法人日本電機工業会「受変電設備の保全に関するアンケート調査」報告書　平成１５年３月 イッパン シャダン ホウジン ニホン デンキ コウギョウカイ ジュヘンデン セツビ ホゼン カン チョウサ ホウコクショ ヘイセイ ネン ガツ







ランク付け

				ランク		設 備 名 称 セツ ビ ナ ショウ		メンテナンス方式 ホウシキ

				A		冷熱源設備 レイネツゲン セツビ		CBM又はBDM マタ

						空気調和設備 クウキ チョウワ セツビ		CBM又はBDM マタ

						実験冷却水設備 ジッケン レイキャクスイ セツビ		CBM又はBDM マタ



				B		換気設備 カンキ セツビ		BDM

						受・揚水設備 ジュ ヨウスイ セツビ		CBM又はBDM マタ

						パッケージ形空調機 ガタ クウチョウキ		CBM又はBDM マタ

						配管類 ハイカンルイ		CBM又はBDM マタ



				C		クレーン設備 セツビ		BDM

						消火設備 ショウカ セツビ		BDM







エレベーター

		つくばキャンパス・エレベーター一覧　 イチラン																																								2018														エレベーター長期修繕計画 チョウキ シュウゼン ケイカク																																		（千円） センエン

		No.		設置場所		設置年 セッチ ネン		改修年 カイシュウ ネン		駆動方式		積載能力		停止
階数		付加装置		製造者名		備考		老朽度の判断項目 ハンダン コウモク		緊急度の判断項目 ハンダン コウモク		重要度の判断項目 ハンダン コウモク												老朽度 ロウキュウ ド		緊急度 キンキュウド		重要度 ジュウヨウド														No.		設置場所		設置年 セッチ ネン		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027



												(Kg)										経過年数 ケイカ ネンスウ		稼働頻度		戸開走行
保護装置 ト カイ ソウコウ ホゴ ソウチ		地震管制
(S,P波) ジシン カンセイ ハ		駆動装置
耐震対策 クドウ ソウチ タイシン タイサク		昇降路内
耐震対策 ショウコウ ロ ナイ タイシン タイサク		ピット内
耐震対策 ナイ タイシン タイサク		施錠装置 セジョウ ソウチ		A:10年未満 ネン ミマン

																																						B:10年以上、20年未満 ネン イジョウ ネン ミマン

																																						C：30年以上 ネン イジョウ

		1		２号館		1974		2008		インバータ制御		1000		6		地震・停電管制
車椅子対応、ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ		㈱日立製作所		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)
H20.2 部分改修		10		普通		×		○		×		×		×		○																				1		２号館		2008		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323		580		225

		2		ＰＦ光源棟		1981		油圧間接制御				600		2		地震・停電管制		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		油圧式		37		普通		×		×		○		×		×		○																				2		ＰＦ光源棟		1981		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363		270

		3		先端計測実験棟		1981		交流帰還制御				600		3		地震・停電管制		東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		37		普通		×		×		×		×		×		○																				3		先端計測実験棟		1981		0		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363

		4		ＰＦ研究棟		1982		交流帰還制御				600		5		地震・停電管制		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		36		普通		×		×		×		×		×		○																				4		ＰＦ研究棟		1982		1,401		0		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237		320		127		245

		5		ＰＦ-ＡＲ南準備棟		1983		油圧間接制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		35		普通		×		×		○		×		×		×																				5		ＰＦ-ＡＲ南準備棟		1983		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237		320		127

		6		ＰＦ-ＡＲ北実験棟		1983		油圧間接制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		35		普通		×		×		○		×		×		×																				6		ＰＦ-ＡＲ北実験棟		1983		0		0		1,401		1,401		0				15,000		0		0		213		187		160		153		237		320

		7		富士実験棟		1984		交流帰還制御				1000		6		地震・停電管制		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		34		普通		×		×		×		×		×		○																				7		富士実験棟		1984		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187		160

		8		筑波実験棟		1984		交流帰還制御				1000		6		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		34		普通		×		×		×		×		×		×																				8		筑波実験棟		1984		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153

		9		大穂実験棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				9		大穂実験棟		1985		600		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237

		10		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				10		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		1985		200		127		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000

		11		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				11		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		1985		200		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0

		12		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				12		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		1985		200		768		363		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0

		13		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				13		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		1985		200		363		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213

		14		日光実験棟		1985		交流帰還制御				600		5		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				14		日光実験棟		1985		600		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187

		15		３号館
１号機		1989		インバータ制御				1000		7		地震・停電管制		㈱日立製作所		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		29		普通		×		○		×		×		×		○																				15		３号館
１号機		1989		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		2,802		0		0		0

		16		３号館
２号機		1989		2006		インバータ制御		1000		7		地震・停電管制 
車椅子対応、ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ		㈱日立製作所		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)
H18.8 部分改修		12		普通		×		○		×		×		×		○																				16		３号館
２号機		2006		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323		580		225		176		127

		17		電子陽電子入射器棟
２号機		1996		油圧間接制御				450		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		22		普通		×		×		○		×		×		×																				17		電子陽電子入射器棟
２号機		1996		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		2,802		0

		18		電子陽電子入射器棟
１号機		1996		油圧間接制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		22		普通		×		×		○		×		×		×																				18		電子陽電子入射器棟
１号機		1996		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		2,802		0

		19		超伝導リニアック
試験施設棟		2000		油圧間接制御				600		3		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		18		普通		×		×		○		×		×		×																				19		超伝導リニアック
試験施設棟		2000		270		397		523		67		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397

		20		４号館		2000		インバータ制御				750		4		地震・停電管制、
車椅子対応		東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ロープ式
機械室なし		18		普通		×		×		○		×		×		×																				20		４号館		2000		270		397		523		67		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397

		21		ＰＦ-ＡＲ北西実験棟		2002		インバータ制御				750		2		地震・停電・火災管制
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ロープ式
機械室なし		16		普通		×		×		○		×		×		×																				21		ＰＦ-ＡＲ北西実験棟		2002		245		363		270		397		523		67		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27

		22		管理棟		2007		インバータ制御				750		2		地震・停電・火災管制,
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		水圧式
機械室なし		11		普通		×		○		○		×		×		×																				22		管理棟		2007		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323		580		225		176

		23		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		2008		インバータ制御				750		2		地震・停電・火災管制
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		水圧式
機械室なし		10		普通		×		○		○		×		×		×																				23		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		2008		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323		580		225

		24		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ		2010		インバータ制御				750		3		地震・停電・火災管制
車椅子対応		東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ロープ式
機械室なし		8		普通		○		○		○		○		○		○																				24		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ		2010		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323

		25		１号館		2010		インバータ制御				750		2		地震・停電・火災管制
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		平形ロープ
機械室なし		8		普通		○		○		○		○		○		○																				25		１号館		2010		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323

		26		研究本館		2010		インバータ制御				750		3		地震・停電・火災管制
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		水圧式
機械室なし		8		普通		○		○		○		○		○		○																				26		研究本館		2010		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323

																																																								合計金額 ゴウケイ キンガク						7,384		8,310		25,460		24,425		23,865		25,560		24,631		23,803		23,040		25,572		25,176		24,726		23,287		25,156		19,818









対象施設

		平成２8年4月に策定された「高エネルギー加速器研究機構インフラ長寿命化（行動計画）」に基づき、

		個別施設ごとの具体的な改修方針及び修繕計画を定める。

		１　対象施設 タイショウ シセツ

		平成28年に策定されたインフラ長寿命化計画（行動計画）等に基づき、 ヘイセイ ネン サクテイ チョウジュミョウカ ケイカク コウドウ ケイカク トウ モト

		個別計画は次の設備を対象に作成する。 コベツ ケイカク ツギ セツビ タイショウ サクセイ

		対象施設の詳細については、別紙1「設備台帳」による。 タイショウ シセツ ショウサイ ベッシ セツビ ダイチョウ

		(1)		特別高圧受変電設備 トクベツ コウアツ ジュヘンデン セツビ

				154kV特高変電所　１か所、66kV特高変電所　6か所 トッコウ ヘンデンショ ショ トッコウ ヘンデンショ ショ

		(2)		特別高圧ケーブル トクベツ コウアツ

				約10,540m （5系統[本線]+1系統[予備線]） ヤク

		(3)		高圧受変電設備（サブ変電所） コウアツ ジュヘンデン セツビ ヘンデンショ

				6.6kVサブ変電所　77か所 ヘンデンショ ショ

		(4)		高圧ケーブル コウアツ

				約65,320m (156系統) ヤク ケイトウ

		(5)		自家用発電設備 ジカヨウ ハツデン セツビ

				ガスタービン発電機　2,000kVA×1台、750kV×1台、 ハツデンキ ダイ ダイ

				ディーゼル発電機　100kVA×1台 ハツデンキ ダイ

		(6)		昇降機 ショウコウキ

				33台 ダイ

		(7)		自動火災報知設備 ジドウ カサイ ホウチ セツビ

				受信機　68台、感知器 　約6,200個、音響装置　約855個 ジュシンキ ダイ カンチキ ヤク コ オンキョウ ソウチ ヤク コ

				発信器　約800個、表示灯　約770個 ハッシンキ ヤク コ ヒョウジトウ ヤク コ

		(8)		構内交換機設備 コウナイ コウカンキ セツビ



		(9)		放送設備 ホウソウ セツビ



		(10)		外灯設備 ガイトウ セツビ

				466台 ダイ

		(11)		照明設備（誘導灯、非常照明設備を含む） ショウメイ セツビ ユウドウトウ ヒジョウ ショウメイ セツビ フク

				誘導灯　約1,700台、非常照明　約4,850台 ユウドウトウ ヤク ダイ ヒジョウ ショウメイ ヤク ダイ

		（参考） サンコウ		名古屋大学の対象施設（電気）は、エレベータ設備、自家用電気工作物 ナゴヤ ダイガク タイショウ シセツ デンキ セツビ ジカヨウ デンキ コウサクブツ

				照明設備、屋外高圧ケーブル設備、屋外低圧ケーブル設備、屋外電話 ショウメイ セツビ オクガイ コウアツ セツビ オクガイ テイアツ セツビ オクガイ デンワ

				ケーブル設備、屋外防災ケーブル設備、屋外情報ケーブル設備、 セツビ オクガイ ボウサイ セツビ オクガイ ジョウホウ セツビ

				屋外外灯設備 オクガイ ガイトウ セツビ





状況等

		設 備 名 称 セツ ビ ナ ショウ		概 要 ガイ ヨウ		点検記録の
有無 テンケン キロク ウム		修繕記録の
有無 シュウゼン キロク ウム		年度保全
計画の有無 ネンド ホゼン ケイカク ウム		点検周期 テンケン シュウキ

		特別高圧受変電設備 トクベツ コウアツ ジュヘンデン セツビ		154kV特高変電所　１か所、
66kV特高変電所　6か所 トッコウ ヘンデンショ ショ トッコウ ヘンデンショ ショ		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		特別高圧ケーブル トクベツ コウアツ		約10,540m （5系統[本線]+1系統[予備線]） ヤク		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		高圧受変電設備 コウアツ ジュヘンデン セツビ		6.6kVサブ変電所　77か所 ヘンデンショ ショ		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		高圧ケーブル コウアツ		約65,320m (156系統)		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		自家用発電設備 ジカヨウ ハツデン セツビ		ガスタービン発電機　2,000kVA×1台、750kV×1台、
ディーゼル発電機　100kVA×1台 ハツデンキ ダイ ダイ		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		昇降機 ショウコウキ		33台 ダイ		有		有		有		１回/月 カイ ツキ

		自動火災報知設備 ジドウ カサイ ホウチ セツビ		受信機68台、感知器 約6,200個、音響装置 約855個、
発信器　約800個、表示灯　約770個		有		有		有		２回/年 カイ ネン

		構内交換機設備 コウナイ コウカンキ セツビ		電話交換機3台、PHSアンテナ約570台 デンワ コウカンキ ダイ ヤク ダイ		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		放送設備 ホウソウ セツビ		43か所（中央制御装置他）		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		外灯設備 ガイトウ セツビ		466台		有		有		有		１回/年





Sheet2

				起点 キテン		終点 シュウテン		ケーブル亘長(m) ワタ チョウ		ケーブル種別 シュベツ		ケーブルサイズ

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		大穂変電所 オオホ ヘンデンショ		840

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		AR変電所 ヘンデンショ		1,205

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		日光変電所 ニッコウ ヘンデンショ		905

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		PS変電所 ヘンデンショ		2,280

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		PF変電所 ヘンデンショ		1,970





Sheet1



		区分 クブン		計画番号 ケイカク バンゴウ		対 策 内 容 タイ サク ナイ カタチ		概算金額
（千円） ガイサン キンガク センエン		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成31年度 ヘイセイ ネンド		平成32年度 ヘイセイ ネンド		平成33年度 ヘイセイ ネンド		平成34年度 ヘイセイ ネンド		平成35年度
以降 ヘイセイ ネンド イコウ

		特高 トッコウ		CH1		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				CH2		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				TU1		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				TU2		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				TU3		遮断器、保護継電器等更新 シャダンキ ホゴ ケイデンキ トウ コウシン

				TU4		遮断器、保護継電器等更新 シャダンキ ホゴ ケイデンキ トウ コウシン

				TU5		コンデンサ等更新 トウ コウシン

				TU6		所内変圧器等更新 ショナイ ヘンアツ キ トウ コウシン

				TU7		コンデンサ等更新 トウ コウシン

				OH1		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				OH2		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				OH3		遮断器、保護継電器等更新 シャダンキ ホゴ ケイデンキ トウ コウシン

				OH4		遮断器、保護継電器等更新 シャダンキ ホゴ ケイデンキ トウ コウシン

				OH5		コンデンサ等更新 トウ コウシン

				OH6		所内変圧器等更新 ショナイ ヘンアツ キ トウ コウシン

				OH7		コンデンサ等更新 トウ コウシン

				AR1

				AR2

				AR3

				AR4

				AR5

				AR6

				AR7

				PS1		全体更新 ゼンタイ コウシン		613,540		251,490		362,050

				PF1








判断基準

		電気設備更新の判断基準について デンキ セツビ コウシン ハンダン キジュン



		１　設備更新の時期 セツビ コウシン ジキ

		　　電気設備の更新時期（設置後年数）は、表１を目安とする。 デンキ セツビ コウシン ジキ セッチ ゴ ネンスウ ヒョウ メヤス



		表１　電気設備の更新時期 ヒョウ デンキ セツビ コウシン ジキ

														（単位：年） タンイ ネン

		設備区分 セツビ クブン		設備名称 セツビ メイショウ		本機構 ホン キコウ		参　考 サン コウ

								JEMA
推奨 スイショウ		JEMA
アンケート
※１		関東電気保安協会推奨 カントウ デンキ ホアン キョウカイ スイショウ		日本電線工業会推奨 スイショウ

		特別高圧 トクベツ コウアツ		GIS		25		25		28.0

		受変電設備		断路器 ダンロキ		25		20		27.1

				ガス遮断器 シャダンキ		25		20		25.7

				避雷器 ヒライキ		25		20		25.8

				油入変圧器 アブラ イ ヘンアツ キ		25		25		27.6

		高圧 コウアツ		負荷開閉器（LBS） フカ カイヘイキ		25						20

		受変電設備 ジュヘンデン セツビ		真空遮断器 シンクウ シャダンキ		25		20		25.5		20

				油入変圧器 アブラ イ ヘンアツ キ		25		20		27.6		(25)

				モールド変圧器 ヘンアツキ		25		20		27.1		(25)

				電力用コンデンサ（高圧） デンリョクヨウ コウアツ		25		15		23.2		25

				保護継電器 ホゴ ケイデンキ		25						20

		ケーブル類 ルイ		特別高圧ケーブル トクベツ コウアツ		30								20～30

				高圧ケーブル コウアツ		30						20		10～30

				通信ケーブル ツウシン		30								15～30

				光ケーブル ヒカリ		30								15～30

		※１　一般社団法人日本電機工業会「受変電設備の保全に関するアンケート調査」報告書　平成１５年３月 イッパン シャダン ホウジン ニホン デンキ コウギョウカイ ジュヘンデン セツビ ホゼン カン チョウサ ホウコクショ ヘイセイ ネン ガツ







ランク付け

		ランク		部　位 ブ クライ		メンテナンス方式 ホウシキ

		A		屋上防水 オクジョウ ボウスイ		ＴＢＭ又はＢＤＭ マタ

				外壁（漏水に起因する箇所） ガイヘキ ロウスイ キイン カショ		ＴＢＭ又はＢＤＭ マタ

		B		遮蔽扉 シャヘイ トビラ		ＢＤＭ

				電動シャッター（放射線管理区域） デンドウ		ＢＤＭ

				自動ドア（放射線管理区域）		ＢＤＭ

		C		電動シャッター（放射線管理区域以外） デンドウ イガイ		ＢＤＭ

				自動ドア（放射線管理区域以外） ジドウ		ＢＤＭ

				電動ゲート デンドウ		ＢＤＭ

				外構・道路 ガイコウ ドウロ		ＢＤＭ

				内装 ナイソウ		－





エレベーター

		つくばキャンパス・エレベーター一覧　 イチラン																																								2018														エレベーター長期修繕計画 チョウキ シュウゼン ケイカク																																		（千円） センエン

		No.		設置場所		設置年 セッチ ネン		改修年 カイシュウ ネン		駆動方式		積載能力		停止
階数		付加装置		製造者名		備考		老朽度の判断項目 ハンダン コウモク		緊急度の判断項目 ハンダン コウモク		重要度の判断項目 ハンダン コウモク												老朽度 ロウキュウ ド		緊急度 キンキュウド		重要度 ジュウヨウド														No.		設置場所		設置年 セッチ ネン		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027



												(Kg)										経過年数 ケイカ ネンスウ		稼働頻度		戸開走行
保護装置 ト カイ ソウコウ ホゴ ソウチ		地震管制
(S,P波) ジシン カンセイ ハ		駆動装置
耐震対策 クドウ ソウチ タイシン タイサク		昇降路内
耐震対策 ショウコウ ロ ナイ タイシン タイサク		ピット内
耐震対策 ナイ タイシン タイサク		施錠装置 セジョウ ソウチ		A:10年未満 ネン ミマン

																																						B:10年以上、20年未満 ネン イジョウ ネン ミマン

																																						C：30年以上 ネン イジョウ

		1		２号館		1974		2008		インバータ制御		1000		6		地震・停電管制
車椅子対応、ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ		㈱日立製作所		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)
H20.2 部分改修		10		普通		×		○		×		×		×		○																				1		２号館		2008		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323		580		225

		2		ＰＦ光源棟		1981		油圧間接制御				600		2		地震・停電管制		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		油圧式		37		普通		×		×		○		×		×		○																				2		ＰＦ光源棟		1981		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363		270

		3		先端計測実験棟		1981		交流帰還制御				600		3		地震・停電管制		東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		37		普通		×		×		×		×		×		○																				3		先端計測実験棟		1981		0		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363

		4		ＰＦ研究棟		1982		交流帰還制御				600		5		地震・停電管制		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		36		普通		×		×		×		×		×		○																				4		ＰＦ研究棟		1982		1,401		0		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237		320		127		245

		5		ＰＦ-ＡＲ南準備棟		1983		油圧間接制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		35		普通		×		×		○		×		×		×																				5		ＰＦ-ＡＲ南準備棟		1983		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237		320		127

		6		ＰＦ-ＡＲ北実験棟		1983		油圧間接制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		35		普通		×		×		○		×		×		×																				6		ＰＦ-ＡＲ北実験棟		1983		0		0		1,401		1,401		0				15,000		0		0		213		187		160		153		237		320

		7		富士実験棟		1984		交流帰還制御				1000		6		地震・停電管制		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		34		普通		×		×		×		×		×		○																				7		富士実験棟		1984		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187		160

		8		筑波実験棟		1984		交流帰還制御				1000		6		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		34		普通		×		×		×		×		×		×																				8		筑波実験棟		1984		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153

		9		大穂実験棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				9		大穂実験棟		1985		600		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237

		10		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				10		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		1985		200		127		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000

		11		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				11		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		1985		200		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0

		12		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				12		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		1985		200		768		363		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0

		13		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				13		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		1985		200		363		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213

		14		日光実験棟		1985		交流帰還制御				600		5		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				14		日光実験棟		1985		600		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187

		15		３号館
１号機		1989		インバータ制御				1000		7		地震・停電管制		㈱日立製作所		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		29		普通		×		○		×		×		×		○																				15		３号館
１号機		1989		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		2,802		0		0		0

		16		３号館
２号機		1989		2006		インバータ制御		1000		7		地震・停電管制 
車椅子対応、ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ		㈱日立製作所		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)
H18.8 部分改修		12		普通		×		○		×		×		×		○																				16		３号館
２号機		2006		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323		580		225		176		127

		17		電子陽電子入射器棟
２号機		1996		油圧間接制御				450		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		22		普通		×		×		○		×		×		×																				17		電子陽電子入射器棟
２号機		1996		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		2,802		0

		18		電子陽電子入射器棟
１号機		1996		油圧間接制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		22		普通		×		×		○		×		×		×																				18		電子陽電子入射器棟
１号機		1996		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		2,802		0

		19		超伝導リニアック
試験施設棟		2000		油圧間接制御				600		3		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		18		普通		×		×		○		×		×		×																				19		超伝導リニアック
試験施設棟		2000		270		397		523		67		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397

		20		４号館		2000		インバータ制御				750		4		地震・停電管制、
車椅子対応		東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ロープ式
機械室なし		18		普通		×		×		○		×		×		×																				20		４号館		2000		270		397		523		67		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397

		21		ＰＦ-ＡＲ北西実験棟		2002		インバータ制御				750		2		地震・停電・火災管制
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ロープ式
機械室なし		16		普通		×		×		○		×		×		×																				21		ＰＦ-ＡＲ北西実験棟		2002		245		363		270		397		523		67		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27

		22		管理棟		2007		インバータ制御				750		2		地震・停電・火災管制,
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		水圧式
機械室なし		11		普通		×		○		○		×		×		×																				22		管理棟		2007		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323		580		225		176

		23		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		2008		インバータ制御				750		2		地震・停電・火災管制
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		水圧式
機械室なし		10		普通		×		○		○		×		×		×																				23		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		2008		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323		580		225

		24		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ		2010		インバータ制御				750		3		地震・停電・火災管制
車椅子対応		東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ロープ式
機械室なし		8		普通		○		○		○		○		○		○																				24		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ		2010		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323

		25		１号館		2010		インバータ制御				750		2		地震・停電・火災管制
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		平形ロープ
機械室なし		8		普通		○		○		○		○		○		○																				25		１号館		2010		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323

		26		研究本館		2010		インバータ制御				750		3		地震・停電・火災管制
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		水圧式
機械室なし		8		普通		○		○		○		○		○		○																				26		研究本館		2010		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323

																																																								合計金額 ゴウケイ キンガク						7,384		8,310		25,460		24,425		23,865		25,560		24,631		23,803		23,040		25,572		25,176		24,726		23,287		25,156		19,818









対象施設

		平成２8年4月に策定された「高エネルギー加速器研究機構インフラ長寿命化（行動計画）」に基づき、

		個別施設ごとの具体的な改修方針及び修繕計画を定める。

		１　対象施設 タイショウ シセツ

		平成28年に策定されたインフラ長寿命化計画（行動計画）等に基づき、 ヘイセイ ネン サクテイ チョウジュミョウカ ケイカク コウドウ ケイカク トウ モト

		個別計画は次の設備を対象に作成する。 コベツ ケイカク ツギ セツビ タイショウ サクセイ

		対象施設の詳細については、別紙1「設備台帳」による。 タイショウ シセツ ショウサイ ベッシ セツビ ダイチョウ

		(1)		特別高圧受変電設備 トクベツ コウアツ ジュヘンデン セツビ

				154kV特高変電所　１か所、66kV特高変電所　6か所 トッコウ ヘンデンショ ショ トッコウ ヘンデンショ ショ

		(2)		特別高圧ケーブル トクベツ コウアツ

				約10,540m （5系統[本線]+1系統[予備線]） ヤク

		(3)		高圧受変電設備（サブ変電所） コウアツ ジュヘンデン セツビ ヘンデンショ

				6.6kVサブ変電所　77か所 ヘンデンショ ショ

		(4)		高圧ケーブル コウアツ

				約65,320m (156系統) ヤク ケイトウ

		(5)		自家用発電設備 ジカヨウ ハツデン セツビ

				ガスタービン発電機　2,000kVA×1台、750kV×1台、 ハツデンキ ダイ ダイ

				ディーゼル発電機　100kVA×1台 ハツデンキ ダイ

		(6)		昇降機 ショウコウキ

				33台 ダイ

		(7)		自動火災報知設備 ジドウ カサイ ホウチ セツビ

				受信機　68台、感知器 　約6,200個、音響装置　約855個 ジュシンキ ダイ カンチキ ヤク コ オンキョウ ソウチ ヤク コ

				発信器　約800個、表示灯　約770個 ハッシンキ ヤク コ ヒョウジトウ ヤク コ

		(8)		構内交換機設備 コウナイ コウカンキ セツビ



		(9)		放送設備 ホウソウ セツビ



		(10)		外灯設備 ガイトウ セツビ

				466台 ダイ

		(11)		照明設備（誘導灯、非常照明設備を含む） ショウメイ セツビ ユウドウトウ ヒジョウ ショウメイ セツビ フク

				誘導灯　約1,700台、非常照明　約4,850台 ユウドウトウ ヤク ダイ ヒジョウ ショウメイ ヤク ダイ

		（参考） サンコウ		名古屋大学の対象施設（電気）は、エレベータ設備、自家用電気工作物 ナゴヤ ダイガク タイショウ シセツ デンキ セツビ ジカヨウ デンキ コウサクブツ

				照明設備、屋外高圧ケーブル設備、屋外低圧ケーブル設備、屋外電話 ショウメイ セツビ オクガイ コウアツ セツビ オクガイ テイアツ セツビ オクガイ デンワ

				ケーブル設備、屋外防災ケーブル設備、屋外情報ケーブル設備、 セツビ オクガイ ボウサイ セツビ オクガイ ジョウホウ セツビ

				屋外外灯設備 オクガイ ガイトウ セツビ





状況等

		設 備 名 称 セツ ビ ナ ショウ		概 要 ガイ ヨウ		点検記録の
有無 テンケン キロク ウム		修繕記録の
有無 シュウゼン キロク ウム		年度保全
計画の有無 ネンド ホゼン ケイカク ウム		点検周期 テンケン シュウキ

		特別高圧受変電設備 トクベツ コウアツ ジュヘンデン セツビ		154kV特高変電所　１か所、
66kV特高変電所　6か所 トッコウ ヘンデンショ ショ トッコウ ヘンデンショ ショ		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		特別高圧ケーブル トクベツ コウアツ		約10,540m （5系統[本線]+1系統[予備線]） ヤク		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		高圧受変電設備 コウアツ ジュヘンデン セツビ		6.6kVサブ変電所　77か所 ヘンデンショ ショ		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		高圧ケーブル コウアツ		約65,320m (156系統)		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		自家用発電設備 ジカヨウ ハツデン セツビ		ガスタービン発電機　2,000kVA×1台、750kV×1台、
ディーゼル発電機　100kVA×1台 ハツデンキ ダイ ダイ		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		昇降機 ショウコウキ		33台 ダイ		有		有		有		１回/月 カイ ツキ

		自動火災報知設備 ジドウ カサイ ホウチ セツビ		受信機68台、感知器 約6,200個、音響装置 約855個、
発信器　約800個、表示灯　約770個		有		有		有		２回/年 カイ ネン

		構内交換機設備 コウナイ コウカンキ セツビ		電話交換機3台、PHSアンテナ約570台 デンワ コウカンキ ダイ ヤク ダイ		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		放送設備 ホウソウ セツビ		43か所（中央制御装置他）		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		外灯設備 ガイトウ セツビ		466台		有		有		有		１回/年





Sheet2

				起点 キテン		終点 シュウテン		ケーブル亘長(m) ワタ チョウ		ケーブル種別 シュベツ		ケーブルサイズ

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		大穂変電所 オオホ ヘンデンショ		840

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		AR変電所 ヘンデンショ		1,205

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		日光変電所 ニッコウ ヘンデンショ		905

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		PS変電所 ヘンデンショ		2,280

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		PF変電所 ヘンデンショ		1,970





Sheet1



		区分 クブン		計画番号 ケイカク バンゴウ		対 策 内 容 タイ サク ナイ カタチ		概算金額
（千円） ガイサン キンガク センエン		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成31年度 ヘイセイ ネンド		平成32年度 ヘイセイ ネンド		平成33年度 ヘイセイ ネンド		平成34年度 ヘイセイ ネンド		平成35年度
以降 ヘイセイ ネンド イコウ

		特高 トッコウ		CH1		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				CH2		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				TU1		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				TU2		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				TU3		遮断器、保護継電器等更新 シャダンキ ホゴ ケイデンキ トウ コウシン

				TU4		遮断器、保護継電器等更新 シャダンキ ホゴ ケイデンキ トウ コウシン

				TU5		コンデンサ等更新 トウ コウシン

				TU6		所内変圧器等更新 ショナイ ヘンアツ キ トウ コウシン

				TU7		コンデンサ等更新 トウ コウシン

				OH1		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				OH2		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				OH3		遮断器、保護継電器等更新 シャダンキ ホゴ ケイデンキ トウ コウシン

				OH4		遮断器、保護継電器等更新 シャダンキ ホゴ ケイデンキ トウ コウシン

				OH5		コンデンサ等更新 トウ コウシン

				OH6		所内変圧器等更新 ショナイ ヘンアツ キ トウ コウシン

				OH7		コンデンサ等更新 トウ コウシン

				AR1

				AR2

				AR3

				AR4

				AR5

				AR6

				AR7

				PS1		全体更新 ゼンタイ コウシン		613,540		251,490		362,050

				PF1









２－１ 建物整備順位の考え方

個別施設の評価は、重要度・緊急度・健全度を点数化し、順位付けを行う。
（１）個別施設の評価

①重要度

建物の重要度は、優先度と影響度から評価する。

A
評価 評 価 基 準 評価点

プロジェクト上の研究の優先順位が上位の建物

B
C プロジェクト上の研究の優先順位が下位の建物

４０
２０

０
プロジェクト上の研究の優先順位が中間の建物

・優先度

A
評価 評 価 基 準 評価点

本建物が機能不全になると他の施設及び研究が多大な影響を
及ぼす

B

C 本建物が機能不全になっても他の施設及び研究に影響が無い

４０

２０

０

本建物が機能不全になると他の施設及び研究に影響を及ぼす

・影響度

A
評価 評 価 基 準 評価点

建物の機能移転が不可能な施設

B

C 建物の機能移転が可能な施設

４０
２０

０

建物の機能移転は可能だが、機構の運営活動に影響を及ぼす施設

①プロジェクト関連施設

②長寿命化対象施設
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③健全度
建物の健全度は、老朽度（経過年数）と劣化度から評価する。

２－１ 建物整備順位の考え方

A
評価 評 価 基 準 評価点

B

C

４０

２０

０築年数25年以下の建物

築年数25年を超え、50年以下の建物

築年数50年を超える

・老朽度（経過年数）

A
評価 評 価 基 準 評価点

B
C

４０
２０
０

著しい劣化が見られる

劣化が見られる

概ね良好

・劣化度

※部位別評価基準は建物・設備等検査調査シート各評価基準にて行う。

②緊急度
緊急度は、安全性と法適合性の観点から評価する。

A
評価 評 価 基 準 評価点

安全上問題があり、至急対応する必要がある

B
C 安全上問題ない

４０
２０

０

安全上問題があるが、緊急性はない

A
評価 評 価 基 準 評価点

行政等による指導を受けた

B
C 技術基準等に適合している

４０
２０

０
技術基準等に適合していない

・法適合性

・安全性

※部位別評価基準は建物・設備棟検査調査シート各評価基準にて行う。

高エネルギー加速器研究機構
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個別施設の評価は、重要度、緊急度、健全度を点数化して定める。
（２）個別施設の評価

①重要度
基幹設備(電気設備・機械設備)の重要度は、優先度及び影響度で定める。

A
評価 評 価 基 準 評価点

設備が機能不全になると他の施設及び研究が多大な影響を及ぼす

B

C 設備が機能不全になっても他の施設及び研究に影響が無い

４０

２０

０

設備が機能不全になると他の施設及び研究に影響を及ぼす

・影響度

A
評価 評 価 基 準 評価点

プロジェクト上の研究の優先順位が上位の設備

B
C プロジェクト上の研究の優先順位が下位の設備

４０
２０

０
プロジェクト上の研究の優先順位が中間の設備

・優先度

A
評価 評 価 基 準 評価点

B

C

４０
２０

０

①プロジェクト関連施設

②長寿命化対象施設

設備の代替が可能な施設

設備の代替は可能だが、機構の運営活動に影響を及ぼす施設

設備の代替が不可能な施設

高エネルギー加速器研究機構
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２－２ 基幹設備(電気設備・機械設備)整備順位の考え方

③健全度
基幹設備(電気設備・機械設備)の健全度は、老朽度及び劣化度で評価する。

劣化度は設備に対する目標使用年数で定め、劣化度は調査を行い、施設の劣化具合をみて判断をする。

A
評価 評 価 基 準 評価点

目標使用年数が２倍以上

B
C 目標使用年数に達していない

４０
２０

０
目標使用年数が１～２倍未満

・老朽度（電気設備）

A
評価 評 価 基 準 評価点

劣化が進行しており、運転に支障を来す可能性が高い

B
C 劣化はしていない

４０
２０

０
劣化が見受けられるが、運転には支障はない

・劣化度

②緊急度
基幹設備(電気設備・機械設備)の重要度は、安全性、法適合性を総合的に評価して定める。

A
評価 評 価 基 準 評価点

安全上問題があり、至急対応する必要がある

B
C 安全上問題ない

４０
２０

０
安全上問題があるが、緊急性はない

A
評価 評 価 基 準 評価点

行政等による指導を受けた

B
C 技術基準等に適合している

４０
２０

０
技術基準等に適合していない

・安全性

・法適合性

A
評価 評 価 基 準 評価点

目標使用年数又は累計運転時間（※）が２倍以上

B
C 目標使用年数に達していない

４０
２０

０
目標使用年数又は累計運転時間（※）が１～２倍未満

・老朽度（機械設備）

※累計運転時間は（社）日本冷凍空調工業会の保守・点検ガイドラインより、10hr/日、2,500hr/年
を参考に評価を行う。 目標使用年数は上記運転時間を目安に設定している。使用年数だけでは機器の
老朽度が測れないため、累計運転時間でも評価を行う。

高エネルギー加速器研究機構
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（１）建物、基幹設備（電気設備、機械設備）の状態把握

３ 個別施設の状態把握

維持管理業務計画 点検・診断 点検記録等の整備

3月下旬～4月上旬

①建 物
建物の点検記録等の状況は、下表のとおりである。

部　位 点検記録
の有無

修繕記録
の有無

点検周期

屋根 有 有 1回/年

外壁 有 有 1回/年

自動ドア 有 有 4回/年

遮蔽扉 有 有 2回/年

電動シャッター 有 有 1回/年

電動ゲート 有 有 4回/年

外構・道路 有 有 1回/年

内装 無 有 －

建物、電気設備、機械設備の状態は、施設部が年間の維持管理業務計画を策定し、専門業者による点検、
診断で把握する。
点検結果に基づき、個別施設計画を更新する。

高エネルギー加速器研究機構


判断基準

		電気設備更新の判断基準について デンキ セツビ コウシン ハンダン キジュン



		１　設備更新の時期 セツビ コウシン ジキ

		　　電気設備の更新時期（設置後年数）は、表１を目安とする。 デンキ セツビ コウシン ジキ セッチ ゴ ネンスウ ヒョウ メヤス



		表１　電気設備の更新時期 ヒョウ デンキ セツビ コウシン ジキ

														（単位：年） タンイ ネン

		設備区分 セツビ クブン		設備名称 セツビ メイショウ		本機構 ホン キコウ		参　考 サン コウ

								JEMA
推奨 スイショウ		JEMA
アンケート
※１		関東電気保安協会推奨 カントウ デンキ ホアン キョウカイ スイショウ		日本電線工業会推奨 スイショウ

		特別高圧 トクベツ コウアツ		GIS		25		25		28.0

		受変電設備		断路器 ダンロキ		25		20		27.1

				ガス遮断器 シャダンキ		25		20		25.7

				避雷器 ヒライキ		25		20		25.8

				油入変圧器 アブラ イ ヘンアツ キ		25		25		27.6

		高圧 コウアツ		負荷開閉器（LBS） フカ カイヘイキ		25						20

		受変電設備 ジュヘンデン セツビ		真空遮断器 シンクウ シャダンキ		25		20		25.5		20

				油入変圧器 アブラ イ ヘンアツ キ		25		20		27.6		(25)

				モールド変圧器 ヘンアツキ		25		20		27.1		(25)

				電力用コンデンサ（高圧） デンリョクヨウ コウアツ		25		15		23.2		25

				保護継電器 ホゴ ケイデンキ		25						20

		ケーブル類 ルイ		特別高圧ケーブル トクベツ コウアツ		30								20～30

				高圧ケーブル コウアツ		30						20		10～30

				通信ケーブル ツウシン		30								15～30

				光ケーブル ヒカリ		30								15～30

		※１　一般社団法人日本電機工業会「受変電設備の保全に関するアンケート調査」報告書　平成１５年３月 イッパン シャダン ホウジン ニホン デンキ コウギョウカイ ジュヘンデン セツビ ホゼン カン チョウサ ホウコクショ ヘイセイ ネン ガツ







ランク付け

		部　位 ブ クライ		点検記録の有無 テンケン キロク ウム		修繕記録の有無 シュウゼン キロク ウム		点検周期 テンケン シュウキ

		屋根 ヤネ		有 ア		有 ア		1回/年 カイ ネン

		外壁 ガイヘキ		有 ア		有 ア		1回/年 カイ ネン

		自動ドア		有 ア		有 ア		4回/年 カイ ネン

		遮蔽扉 シャヘイ トビラ		有 ア		有 ア		2回/年 カイ ネン

		電動シャッター デンドウ		有 ア		有 ア		1回/年 カイ ネン

		電動ゲート デンドウ		有 ア		有 ア		4回/年 カイ ネン

		外構・道路 ガイコウ ドウロ		有 ア		有 ア		1回/年 カイ ネン

		内装 ナイソウ		無 ナ		有 ア		－





エレベーター

		つくばキャンパス・エレベーター一覧　 イチラン																																								2018														エレベーター長期修繕計画 チョウキ シュウゼン ケイカク																																		（千円） センエン

		No.		設置場所		設置年 セッチ ネン		改修年 カイシュウ ネン		駆動方式		積載能力		停止
階数		付加装置		製造者名		備考		老朽度の判断項目 ハンダン コウモク		緊急度の判断項目 ハンダン コウモク		重要度の判断項目 ハンダン コウモク												老朽度 ロウキュウ ド		緊急度 キンキュウド		重要度 ジュウヨウド														No.		設置場所		設置年 セッチ ネン		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027



												(Kg)										経過年数 ケイカ ネンスウ		稼働頻度		戸開走行
保護装置 ト カイ ソウコウ ホゴ ソウチ		地震管制
(S,P波) ジシン カンセイ ハ		駆動装置
耐震対策 クドウ ソウチ タイシン タイサク		昇降路内
耐震対策 ショウコウ ロ ナイ タイシン タイサク		ピット内
耐震対策 ナイ タイシン タイサク		施錠装置 セジョウ ソウチ		A:10年未満 ネン ミマン

																																						B:10年以上、20年未満 ネン イジョウ ネン ミマン

																																						C：30年以上 ネン イジョウ

		1		２号館		1974		2008		インバータ制御		1000		6		地震・停電管制
車椅子対応、ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ		㈱日立製作所		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)
H20.2 部分改修		10		普通		×		○		×		×		×		○																				1		２号館		2008		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323		580		225

		2		ＰＦ光源棟		1981		油圧間接制御				600		2		地震・停電管制		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		油圧式		37		普通		×		×		○		×		×		○																				2		ＰＦ光源棟		1981		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363		270

		3		先端計測実験棟		1981		交流帰還制御				600		3		地震・停電管制		東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		37		普通		×		×		×		×		×		○																				3		先端計測実験棟		1981		0		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363

		4		ＰＦ研究棟		1982		交流帰還制御				600		5		地震・停電管制		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		36		普通		×		×		×		×		×		○																				4		ＰＦ研究棟		1982		1,401		0		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237		320		127		245

		5		ＰＦ-ＡＲ南準備棟		1983		油圧間接制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		35		普通		×		×		○		×		×		×																				5		ＰＦ-ＡＲ南準備棟		1983		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237		320		127

		6		ＰＦ-ＡＲ北実験棟		1983		油圧間接制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		35		普通		×		×		○		×		×		×																				6		ＰＦ-ＡＲ北実験棟		1983		0		0		1,401		1,401		0				15,000		0		0		213		187		160		153		237		320

		7		富士実験棟		1984		交流帰還制御				1000		6		地震・停電管制		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		34		普通		×		×		×		×		×		○																				7		富士実験棟		1984		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187		160

		8		筑波実験棟		1984		交流帰還制御				1000		6		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		34		普通		×		×		×		×		×		×																				8		筑波実験棟		1984		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153

		9		大穂実験棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				9		大穂実験棟		1985		600		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187		160		153		237

		10		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				10		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		1985		200		127		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000

		11		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				11		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		1985		200		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0

		12		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				12		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		1985		200		768		363		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0

		13		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		1985		交流帰還制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				13		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		1985		200		363		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213

		14		日光実験棟		1985		交流帰還制御				600		5		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		33		普通		×		×		×		×		×		×																				14		日光実験棟		1985		600		27		212		397		0		1,401		1,401		1,401		0		0		15,000		0		0		213		187

		15		３号館
１号機		1989		インバータ制御				1000		7		地震・停電管制		㈱日立製作所		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)		29		普通		×		○		×		×		×		○																				15		３号館
１号機		1989		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		2,802		0		0		0

		16		３号館
２号機		1989		2006		インバータ制御		1000		7		地震・停電管制 
車椅子対応、ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ		㈱日立製作所		ﾛｰﾌﾟ式(ﾘﾚｰ制御)
H18.8 部分改修		12		普通		×		○		×		×		×		○																				16		３号館
２号機		2006		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323		580		225		176		127

		17		電子陽電子入射器棟
２号機		1996		油圧間接制御				450		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		22		普通		×		×		○		×		×		×																				17		電子陽電子入射器棟
２号機		1996		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		2,802		0

		18		電子陽電子入射器棟
１号機		1996		油圧間接制御				600		2		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		22		普通		×		×		○		×		×		×																				18		電子陽電子入射器棟
１号機		1996		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397		0		1,401		2,802		0

		19		超伝導リニアック
試験施設棟		2000		油圧間接制御				600		3		地震・停電管制		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		油圧式		18		普通		×		×		○		×		×		×																				19		超伝導リニアック
試験施設棟		2000		270		397		523		67		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397

		20		４号館		2000		インバータ制御				750		4		地震・停電管制、
車椅子対応		東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ロープ式
機械室なし		18		普通		×		×		○		×		×		×																				20		４号館		2000		270		397		523		67		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27		212		397

		21		ＰＦ-ＡＲ北西実験棟		2002		インバータ制御				750		2		地震・停電・火災管制
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造㈱		ロープ式
機械室なし		16		普通		×		×		○		×		×		×																				21		ＰＦ-ＡＲ北西実験棟		2002		245		363		270		397		523		67		323		580		225		176		127		1,173		768		363		27

		22		管理棟		2007		インバータ制御				750		2		地震・停電・火災管制,
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		水圧式
機械室なし		11		普通		×		○		○		×		×		×																				22		管理棟		2007		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323		580		225		176

		23		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		2008		インバータ制御				750		2		地震・停電・火災管制
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		水圧式
機械室なし		10		普通		×		○		○		×		×		×																				23		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		2008		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323		580		225

		24		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ		2010		インバータ制御				750		3		地震・停電・火災管制
車椅子対応		東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		ロープ式
機械室なし		8		普通		○		○		○		○		○		○																				24		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ		2010		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323

		25		１号館		2010		インバータ制御				750		2		地震・停電・火災管制
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		平形ロープ
機械室なし		8		普通		○		○		○		○		○		○																				25		１号館		2010		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323

		26		研究本館		2010		インバータ制御				750		3		地震・停電・火災管制
ｵｰﾄｱﾅｳﾝｽ,車椅子対応		日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱		水圧式
機械室なし		8		普通		○		○		○		○		○		○																				26		研究本館		2010		0		213		187		160		153		237		320		127		245		363		270		397		523		67		323

																																																								合計金額 ゴウケイ キンガク						7,384		8,310		25,460		24,425		23,865		25,560		24,631		23,803		23,040		25,572		25,176		24,726		23,287		25,156		19,818









対象施設

		平成２8年4月に策定された「高エネルギー加速器研究機構インフラ長寿命化（行動計画）」に基づき、

		個別施設ごとの具体的な改修方針及び修繕計画を定める。

		１　対象施設 タイショウ シセツ

		平成28年に策定されたインフラ長寿命化計画（行動計画）等に基づき、 ヘイセイ ネン サクテイ チョウジュミョウカ ケイカク コウドウ ケイカク トウ モト

		個別計画は次の設備を対象に作成する。 コベツ ケイカク ツギ セツビ タイショウ サクセイ

		対象施設の詳細については、別紙1「設備台帳」による。 タイショウ シセツ ショウサイ ベッシ セツビ ダイチョウ

		(1)		特別高圧受変電設備 トクベツ コウアツ ジュヘンデン セツビ

				154kV特高変電所　１か所、66kV特高変電所　6か所 トッコウ ヘンデンショ ショ トッコウ ヘンデンショ ショ

		(2)		特別高圧ケーブル トクベツ コウアツ

				約10,540m （5系統[本線]+1系統[予備線]） ヤク

		(3)		高圧受変電設備（サブ変電所） コウアツ ジュヘンデン セツビ ヘンデンショ

				6.6kVサブ変電所　77か所 ヘンデンショ ショ

		(4)		高圧ケーブル コウアツ

				約65,320m (156系統) ヤク ケイトウ

		(5)		自家用発電設備 ジカヨウ ハツデン セツビ

				ガスタービン発電機　2,000kVA×1台、750kV×1台、 ハツデンキ ダイ ダイ

				ディーゼル発電機　100kVA×1台 ハツデンキ ダイ

		(6)		昇降機 ショウコウキ

				33台 ダイ

		(7)		自動火災報知設備 ジドウ カサイ ホウチ セツビ

				受信機　68台、感知器 　約6,200個、音響装置　約855個 ジュシンキ ダイ カンチキ ヤク コ オンキョウ ソウチ ヤク コ

				発信器　約800個、表示灯　約770個 ハッシンキ ヤク コ ヒョウジトウ ヤク コ

		(8)		構内交換機設備 コウナイ コウカンキ セツビ



		(9)		放送設備 ホウソウ セツビ



		(10)		外灯設備 ガイトウ セツビ

				466台 ダイ

		(11)		照明設備（誘導灯、非常照明設備を含む） ショウメイ セツビ ユウドウトウ ヒジョウ ショウメイ セツビ フク

				誘導灯　約1,700台、非常照明　約4,850台 ユウドウトウ ヤク ダイ ヒジョウ ショウメイ ヤク ダイ

		（参考） サンコウ		名古屋大学の対象施設（電気）は、エレベータ設備、自家用電気工作物 ナゴヤ ダイガク タイショウ シセツ デンキ セツビ ジカヨウ デンキ コウサクブツ

				照明設備、屋外高圧ケーブル設備、屋外低圧ケーブル設備、屋外電話 ショウメイ セツビ オクガイ コウアツ セツビ オクガイ テイアツ セツビ オクガイ デンワ

				ケーブル設備、屋外防災ケーブル設備、屋外情報ケーブル設備、 セツビ オクガイ ボウサイ セツビ オクガイ ジョウホウ セツビ

				屋外外灯設備 オクガイ ガイトウ セツビ





状況等

		設 備 名 称 セツ ビ ナ ショウ		概 要 ガイ ヨウ		点検記録の
有無 テンケン キロク ウム		修繕記録の
有無 シュウゼン キロク ウム		年度保全
計画の有無 ネンド ホゼン ケイカク ウム		点検周期 テンケン シュウキ

		特別高圧受変電設備 トクベツ コウアツ ジュヘンデン セツビ		154kV特高変電所　１か所、
66kV特高変電所　6か所 トッコウ ヘンデンショ ショ トッコウ ヘンデンショ ショ		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		特別高圧ケーブル トクベツ コウアツ		約10,540m （5系統[本線]+1系統[予備線]） ヤク		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		高圧受変電設備 コウアツ ジュヘンデン セツビ		6.6kVサブ変電所　77か所 ヘンデンショ ショ		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		高圧ケーブル コウアツ		約65,320m (156系統)		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		自家用発電設備 ジカヨウ ハツデン セツビ		ガスタービン発電機　2,000kVA×1台、750kV×1台、
ディーゼル発電機　100kVA×1台 ハツデンキ ダイ ダイ		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		昇降機 ショウコウキ		33台 ダイ		有		有		有		１回/月 カイ ツキ

		自動火災報知設備 ジドウ カサイ ホウチ セツビ		受信機68台、感知器 約6,200個、音響装置 約855個、
発信器　約800個、表示灯　約770個		有		有		有		２回/年 カイ ネン

		構内交換機設備 コウナイ コウカンキ セツビ		電話交換機3台、PHSアンテナ約570台 デンワ コウカンキ ダイ ヤク ダイ		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		放送設備 ホウソウ セツビ		43か所（中央制御装置他）		有		有		有		１回/年 カイ ネン

		外灯設備 ガイトウ セツビ		466台		有		有		有		１回/年





Sheet2

				起点 キテン		終点 シュウテン		ケーブル亘長(m) ワタ チョウ		ケーブル種別 シュベツ		ケーブルサイズ

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		大穂変電所 オオホ ヘンデンショ		840

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		AR変電所 ヘンデンショ		1,205

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		日光変電所 ニッコウ ヘンデンショ		905

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		PS変電所 ヘンデンショ		2,280

				中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		PF変電所 ヘンデンショ		1,970





Sheet1



		区分 クブン		計画番号 ケイカク バンゴウ		対 策 内 容 タイ サク ナイ カタチ		概算金額
（千円） ガイサン キンガク センエン		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成31年度 ヘイセイ ネンド		平成32年度 ヘイセイ ネンド		平成33年度 ヘイセイ ネンド		平成34年度 ヘイセイ ネンド		平成35年度
以降 ヘイセイ ネンド イコウ

		特高 トッコウ		CH1		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				CH2		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				TU1		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				TU2		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				TU3		遮断器、保護継電器等更新 シャダンキ ホゴ ケイデンキ トウ コウシン

				TU4		遮断器、保護継電器等更新 シャダンキ ホゴ ケイデンキ トウ コウシン

				TU5		コンデンサ等更新 トウ コウシン

				TU6		所内変圧器等更新 ショナイ ヘンアツ キ トウ コウシン

				TU7		コンデンサ等更新 トウ コウシン

				OH1		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				OH2		GIS、変圧器等更新 ヘンアツキ トウ コウシン

				OH3		遮断器、保護継電器等更新 シャダンキ ホゴ ケイデンキ トウ コウシン

				OH4		遮断器、保護継電器等更新 シャダンキ ホゴ ケイデンキ トウ コウシン

				OH5		コンデンサ等更新 トウ コウシン

				OH6		所内変圧器等更新 ショナイ ヘンアツ キ トウ コウシン

				OH7		コンデンサ等更新 トウ コウシン

				AR1

				AR2

				AR3

				AR4

				AR5

				AR6

				AR7

				PS1		全体更新 ゼンタイ コウシン		613,540		251,490		362,050

				PF1
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３ 個別施設の状態把握

②電気設備

③機械設備

電気設備の点検記録等の状況は、下表のとおりである。

機械設備の点検記録等の状況は、下表のとおりである。

設備名称 概要 点検記録の
有無

修繕記録の
有無

年度維持管理
計画の有無 点検周期

特別高圧受変電設備154kV特高変電所 １か所、
66kV特高変電所 6か所 有 有 有 １回/年

特別高圧ケーブル 約10,540m （5系統[本線]+1系統[予備線]） 有 有 有 １回/年

高圧受変電設備 6.6kVサブ変電所 77か所 有 有 有 １回/年

高圧ケーブル 約65,320m (156系統) 有 有 有 １回/年

自家用発電設備 ガスタービン発電機 2,000kVA×1台、750kV×1台、
ディーゼル発電機 100kVA×1台 有 有 有 １回/年

昇降機 33台 有 有 有 １回/月

自動火災報知設備 受信機68台、感知器約6,200個、音響装置約855個、
発信器 約800個、表示灯 約770個 有 有 有 ２回/年

構内交換機設備 電話交換機3台、PHSアンテナ約570台 有 有 有 １回/年

放送設備 43か所（中央制御装置他） 有 有 有 １回/年

外灯設備 466台 有 有 有 １回/年

設 備 名称 概要 点検記録の
有無

修繕記録の
有無

年度維持管理
計画の有無 点検周期

冷熱源設備 冷凍機28台、冷温水発生器2台
ﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ15台、真空式温水器2台 有 有 有 ２回/年

空調設備 空気調和機62台 有 有 有 １回/月

換気設備 送排風機3台 有 有 有 １回/月

実験冷却水設備 ポンプ類177台、冷却塔43基、
空気源装置16台 有 有 有 １回/月

受・揚水設備 揚水ポンプ8台、受水槽10基 有 有 有 １回/年

消火設備 消火ポンプ8台、消火水槽6基 有 有 有 ２回/年

パッケージ
空調設備 大型パッケージ形空調機57台 有 有 有 １回/月

クレーン設備 最大70tクレーン、計162基 有 有 有 １回/月

配管類 周長3km以上の給水管、冷温水管、消火管 有 有 有 １回/年

高エネルギー加速器研究機構
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３ 個別施設の状態把握
（２）建物別点検調査取り纏め方法

建物別点検調査については、『建物･設備点検調査シート』に老朽度・劣化度・安全性・法適合性の
各項目において、対象部位ごとに評価の上、合計点を基に結果の取り纏めを行う。

高エネルギー加速器研究機構



団地名 棟番号 棟名称 建築年 構造 棟計

評価項目 評価点
トリアー
ジ

重要度 緊急度 健全度
重要度

緊急度+ 緊急度+
総合 判定

優先度 影響度 安全性 法適合性 老朽度 劣化度 健全度 健全度

大穂 163 ＭＲ・Ｄ１０電源棟 1986 S 2,786 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 193.6 Ａ 1 ×

大穂 137 ＭＲ・Ｄ８電源棟 1984 S 2,731 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 182.6 Ａ 1 ×

大穂 146 ＭＲ・Ｄ２電源棟 1985 S 2,732 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 171.6 Ａ 1 ×

大穂 138 筑波実験棟 1984 R 6,607 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 167.2 Ａ 1 ×

大穂 164 ＭＲ・Ｄ１１電源棟 1986 S 2,276 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 160.6 Ａ 1 ×

大穂 167 ＭＲ・Ｄ５電源棟 1986 S 2,277 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 155.1 Ａ 1 ×

大穂 161 大穂特高変電棟 1985 S 256 Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ａ Ａ Ａ 135 Ｂ 2 ×

大穂 160 日光特高変電棟 1985 S 256 Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ａ Ａ 105 Ｂ 2 ×

大穂 136 ＭＲ・Ｄ７電源棟 1984 S 1,679 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ 183.7 Ａ 3 ×

大穂 166 ＭＲ・Ｄ４電源棟 1986 S 1,679 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ 166.1 Ａ 3 ×

大穂 126 ＭＲ・Ｄ９電源棟 1984 S 580 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ 155.1 Ａ 3 ×

大穂 155 ＭＲ・Ｄ３電源棟 1985 S 506 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ 145.2 Ａ 3 ×

大穂 151 ＭＲ・Ｄ１２電源棟 1985 S 506 Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ａ Ｂ 114.4 Ｂ 5 ×

大穂 169 ＭＲ・Ｄ６電源棟 1986 S 506 Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ａ Ｂ 114.4 Ｂ 5 ×

大穂 134 富士実験棟 1984 R 6,854 Ｃ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｃ 191.4 Ａ 6 －

大穂 149 大穂実験棟 1985 R 3,695 Ｃ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｃ 182.6 Ａ 6 －

大穂 145 ＭＲ・Ｄ１電源棟 1985 S 1,679 Ｃ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｃ 166.1 Ａ 6 －

大穂 148 日光実験棟 1985 R 4,745 Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ 143 Ａ 6 －

大穂 276 ＤＲ電源棟 2013 S 1,105 Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ 13.2 Ｃ 7 ×

大穂 272 ３Ｍ機械棟 2013 R 732 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ 0 Ｃ 7 ×

大穂 273 ６Ｍ機械棟 2013 R 732 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ 0 Ｃ 7 ×

大穂 274 ９Ｍ機械棟 2013 R 732 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ 0 Ｃ 7 ×

大穂 275 １２Ｍ機械棟 2013 R 732 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ 0 Ｃ 7 ×

大穂 277 ＤＲ機械棟 2013 R 736 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ 0 Ｃ 7 ×

大穂 168 ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟 1986 S 209 Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ａ Ａ Ｃ 126.5 Ｂ 8 －

大穂 125 ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟 1984 S 571 Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ａ Ａ Ｃ 115 Ｂ 8 －

大穂 186 電子陽電子加速器実験準備棟 1988 S 508 Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ 108 Ｂ 8 ○

団地名 棟番号 棟名称 建築年 構造 棟計

評価項目 評価点
トリアー
ジ

重要度 緊急度 健全度
重要度

緊急度+ 緊急度+
総合 判定

優先度 影響度 安全性 法適合性 老朽度 劣化度 健全度 健全度

大穂 111 ＰＦ－ＡＲ西実験棟 1983 S 1,640 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 177.1 Ａ 1 ×

大穂 113 ＰＦ－ＡＲ南実験棟 1983 RS 2,218 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 167.2 Ａ 1 ×

大穂 110 ＰＦ－ＡＲ東実験棟 1983 S 1,468 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 166.1 Ａ 1 ×

大穂 112 ＰＦ－ＡＲ北実験棟 1983 RS 2,089 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 139.7 Ａ 1 ×

大穂 108 ＡＲ特高変電棟 1983 S 347 Ａ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 83 Ｂ 2 ×

大穂 109 ＰＦ－ＡＲ北東実験棟 1983 RS 1,000 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 138 Ｂ 5 ×

大穂 229 ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟 1993 S 298 Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ａ Ｂ Ｂ 80 Ｂ 5 ×

大穂 233 ＰＦ－ＡＲ実験準備棟 1994 S 259 Ｃ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｃ 119 Ｂ 8 ○

大穂 257 ＰＦ－ＡＲ北西実験棟 2002 RS 1,295 Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ 59.4 Ｃ 9 ×

団地名 棟番号 棟名称 建築年 構造 棟計

評価項目 評価点
トリアー
ジ

重要度 緊急度 健全度
重要度

緊急度+ 緊急度+
総合 判定

優先度 影響度 安全性 法適合性 老朽度 劣化度 健全度 健全度

大穂 91 ＰＦ光源棟 1980 RS 12,010 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 185.9 Ａ 1 ×

大穂 70 電子陽電子入射器棟 1980 R 9,805 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 175 Ａ 1 ×

大穂 85 ＰＦエネルギーセンター 1980 R 2,280 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 164 Ａ 1 ×

大穂 89 ＰＦ電源棟 1980 RS 1,458 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 161 Ａ 1 ×

大穂 231 ＰＦ実験準備棟 1993 R 1,339 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 105 Ｂ 5 ×

３－１ 建物の評価結果
（１）プロジェクト関連施設
『建物･設備点検調査シート』を基にした｢プロジェクト関連施設｣の建物の総合評価結果は、次のとおりである。

（ａ）PF（放射光実験施設）

（ｃ）スーパーBファクトリー（電子・陽電子衝突型加速器）

（ｂ）PF-AR(大強度放射光施設)
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◎：トリアージ候補施設（撤去・集約化）である
○：トリアージ候補施設（用途変更）である
×：トリアージ候補施設ではない
ー：｢KEKロードマップ｣にあげられる主要な３つの研究プロジェクト｢PF(放射光実験施設)｣｢スーパーBファクトリー(電子・

陽電子衝突型加速器｣｢J-PARC(大強度陽子加速器)｣に影響を与える施設のため、トリアージ候補施設から除外する

トリアージ判定
凡例 高エネルギー加速器研究機構



団地名 棟番号 棟名称 建築年 構造 棟計

評価項目 評価点
トリアー
ジ

重要度 緊急度 健全度
重要度

緊急度+ 緊急度+
総合 判定

優先度 影響度 安全性 法適合性 老朽度 劣化度 健全度 健全度

東海 5 ＭＲ第２搬入棟 2005 R 752 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 72.6 Ｂ 2 ×

東海 3 ＭＲ第３電源棟 2005 R 1,879 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ 69 Ｂ 2 ×

東海 19 ＭＲ第２電源棟 2006 R 1,516 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ 60 Ｃ 4 ×

東海 7 ＭＲ第１搬入棟 2006 R 303 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ 55 Ｃ 4 ×

東海 4 ＭＲ第２機械棟 2005 R 713 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ 51.7 Ｃ 4 ×

東海 20 ＭＲ第１機械棟 2006 R 796 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ 51.7 Ｃ 4 ×

東海 21 ＭＲ第１電源棟 2006 R 1,785 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ 42 Ｃ 4 ×

東海 8 ＭＲ第３機械棟 2006 R 713 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ 41.8 Ｃ 4 ×

東海 2 特高受電所 2004 S 458 Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ 31 Ｃ 4 ×

東海 29 ニュートリノ第２設備棟 2008 R 1,214 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 66 Ｂ 5 ×

東海 30
ニュートリノターゲットステー
ション棟

2008 R 1,372 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 66 Ｂ 5 ×

東海 31 ニュートリノ第３設備棟 2008 R 450 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 66 Ｂ 5 ×

東海 37 長尺ビームライン棟 2007 R 294 Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60.5 Ｂ 5 ×

東海 17 ハドロン第２機械棟 2007 R 877 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60.5 Ｂ 5 ×

東海 15 ハドロン第１電源棟 2007 R 870 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 57 Ｃ 7 ×

東海 16 ハドロン第１機械棟 2007 R 824 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 46.2 Ｃ 7 ×

東海 27 ニュートリノ第１設備棟 2008 R 1,740 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 42 Ｃ 7 ×

東海 9 ハドロン搬入棟 2007 R 314 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 41.8 Ｃ 7 ×

東海 18 ハドロン実験ホール 2007 RS 3,348 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 41.8 Ｃ 7 ×

東海 64 ハドロン第３機械棟 2014 R 540 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ 22 Ｃ 7 ×

東海 32 ニュートリノモニター棟 2008 S 1,120 Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ 63 Ｂ 8 －

東海 60 革新型蓄電池実験棟 2010 R 896 Ｃ Ｃ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 60.5 Ｂ 8 －

東海 35 ハドロン実験準備棟 2008 R 600 Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 47 Ｃ 9 ×

東海 62 ハドロン南実験棟 2014 SR 1,773 Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ 44 Ｃ 9 ×

東海 33 ニュートリノ実験準備棟 2008 S 359 Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 38 Ｃ 9 ×

東海 61 ヘリウム液化機棟 2011 S 227 Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ 28 Ｃ 9 ×

東海 67 ＭＲ第４電源棟 2017 R 825 Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ 18 Ｃ 9 ×

東海 68 ＭＲ第５電源棟 2017 R 990 Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ 18 Ｃ 9 ×

東海 65 ハドロン放射化物保管棟 2016 S 399 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 0 Ｃ 9 ×

東海 69 ＭＲ第６電源棟 2017 R 676 Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 0 Ｃ 9 ×

28

３－１ 建物の評価結果

（１）プロジェクト関連施設

（ｄ）J-PARC（大強度陽子加速器施設）

トリアージ判定
凡例

◎：トリアージ候補施設（撤去・集約化）である
○：トリアージ候補施設（用途変更）である
×：トリアージ候補施設ではない
ー：｢KEKロードマップ｣にあげられる主要な３つの研究プロジェクト｢PF(放射光実験施設)｣｢スーパーBファクトリー(電子・

陽電子衝突型加速器｣｢J-PARC(大強度陽子加速器)｣に影響を与える施設のため、トリアージ候補施設から除外する

高エネルギー加速器研究機構



評価項目 評価点
トリアー
ジ

団地名 棟番号 棟名称 建築年 構造 棟計 重要度 緊急度 健全度 重要度 緊急度+ 緊急度+ 総合 判定

優先度 影響度 安全性 法適合性 老朽度 劣化度 健全度 健全度

大穂 121 先端加速器試験棟 1983 S 6,007 Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ａ Ｂ Ａ 132 Ｂ 2 ×

大穂 63 先端計測実験棟 1979 R 4,428 Ａ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ 201.3 Ａ 3 ×

大穂 196 北カウンターホール 1989 S 3,555 Ａ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 158.4 Ａ 3 ×

大穂 255 構造生物実験準備棟 2001 S 764 Ａ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 80 Ｂ 5 ×

大穂 247 超伝導リニアック試験施設棟 2000 RS 2,078 Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 70.4 Ｂ 5 ×

大穂 1 ＰＳ加速器準備棟 1970 R 2,949 Ｃ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｃ 177.1 Ａ 6 ◎

大穂 24 ＰＳ物理第１低温棟 1972 S 275 Ｃ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｃ 177.1 Ａ 6 ◎

大穂 43 ＰＳ第１ポンプ室 1975 R 354 Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ａ Ａ Ｃ 171.6 Ａ 6 ○

大穂 9 開発共用棟 1971 S 2,099 Ｃ Ｃ Ａ Ｃ Ａ Ａ Ｃ 154 Ａ 6 ◎

大穂 60 ＰＳ物理第２収納庫 1978 S 340 Ｃ Ｃ Ａ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ 152 Ａ 6 ◎

大穂 56 超伝導・低温・真空実験棟 1978 RS 1,068 Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ Ａ Ｃ 151 Ａ 6 ○

大穂 197 ＰＳ・ＥＰ１電源棟 1989 S 234 Ｃ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｃ 150 Ａ 6 ○

大穂 114 先端計測開発棟 1983 R 1,326 Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｃ 142 Ａ 6 ○

大穂 244 ニュートリノ電源棟 1998 S 515 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ａ Ａ Ｂ 50 Ｃ 7 ×

大穂 29 北カウンターホール実験準備棟 1973 R 428 Ｃ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ 136 Ｂ 8 ○

大穂 5 ＰＳ北実験棟 1970 S 415 Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ Ａ Ｃ 132 Ｂ 8 ◎

大穂 139 南実験準備棟 1984 S 588 Ｃ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ 130 Ｂ 8 ◎

大穂 95 加速器南実験棟 1981 R 831 Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ Ａ Ｃ 126 Ｂ 8 ○

大穂 100 ＰＳ物理第３収納庫 1982 S 342 Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ａ Ａ Ｃ 124 Ｂ 8 ◎

大穂 45 加速器試験実験棟 1976 S 320 Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ Ａ Ｃ 122 Ｂ 8 ◎

大穂 52 中性子中間子ビームライン制御棟 1977 R 320 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ Ａ Ｃ 106 Ｂ 8 ○

大穂 27 ＥＲＬ開発棟 2009 S 6,948 Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ 57 Ｃ 9 ×

大穂 248 超伝導リニアック試験施設棟機械棟 2000 RS 581 Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ Ａ Ｃ 50 Ｃ 9 ×

大穂 280 超伝導加速器利用促進化推進棟 2014 S 2,719 Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ 17 Ｃ 9 ×
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３－１ 建物の評価結果

（１）プロジェクト関連施設

（ｅ）その他プロジェクト（３つのプロジェクトに属さないもの）

トリアージ判定
凡例

◎：トリアージ候補施設（撤去・集約化）である
○：トリアージ候補施設（用途変更）である
×：トリアージ候補施設ではない
ー：放射線の維持管理に関わる施設のため、トリアージ候補施設から除外する

高エネルギー加速器研究機構



団地名 棟番号 棟名称 建築年 構造 棟計

評価項目 評価点
トリアー
ジ

重要度 緊急度 健全度
重要度

緊急度+ 緊急度+
総合 判定

優先度 影響度 安全性 法適合性 老朽度 劣化度 健全度 健全度

大穂 107 電子陽電子加速器コントロール棟 1983 R 2,617 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 176 Ａ 1 ×

大穂 133 放射性試料測定棟 1984 R 872 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 149.6 Ａ 1 ×

大穂 104 高圧ガス第２貯蔵棟 1982 R 252 Ａ Ａ Ａ Ｃ Ａ Ｂ Ａ 138 Ａ 1 ×

大穂 102 第２低温棟 1982 SR 894 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 137 Ａ 1 ×

大穂 12 計算機北棟 1972 R 2,080 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 126 Ａ 1 ×

東海 50 1号館 1976 R 8,326 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ 126 Ａ 1 ×

大穂 118 化学実験棟 1983 R 988 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 125 Ａ 1 ×

大穂 130 中央受電棟 1984 S 486 Ａ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ａ Ａ 125 Ａ 1 ×

大穂 90 電子陽電子入射器コントロール棟 1980 R 1,257 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 123.2 Ｂ 2 ×

大穂 99 電子放射性廃水処理棟 1981 S 213 Ａ Ａ Ｃ Ｃ Ａ Ｂ Ａ 119.9 Ｂ 2 ×

大穂 132 放射線照射棟 1984 RS 351 Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 112.2 Ｂ 2 ×

大穂 235 第３低温棟 1995 S 300 Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 111 Ｂ 2 ×

大穂 120 実験廃液処理棟 1983 S 306 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 99 Ｂ 2 ×

大穂 101 第２工作棟 1982 SR 875 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ 165 Ａ 3 ×

大穂 106 ＰＦ研究棟 1982 R 2,605 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 156 Ａ 3 ×

大穂 49 管理棟 1976 R 3,463 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ 155 Ａ 3 ×

大穂 11 第１工作棟 1971 S 571 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ 151 Ａ 3 ×

大穂 195 ３号館 1989 SR 7,544 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ 144 Ａ 3 ×

大穂 92 放射線管理棟 1980 R 743 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｂ 127.6 Ａ 3 ×

大穂 150 計算機南棟 1985 S 1,773 Ａ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 92 Ｃ 4 ×

大穂 260 国際交流センター 2003 R 1,521 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 77 Ｃ 4 ×

東海 55 排水ポンプ室 1975 S 220 Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ａ 77 Ｃ 4 ×

大穂 59 研究本館 1978 R 4,286 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ 73 Ｃ 4 ×

東海 1 中央制御棟 2004 R 1,326 Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ 60 Ｃ 4 ×

大穂 250 第４低温棟 1999 S 335 Ａ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ａ Ａ 59 Ｃ 4 ×

東海 36 放射線測定棟 2008 R 700 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ 35.2 Ｃ 4 ×

東海 66 加速器運転準備棟 2016 S 278 Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ 0 Ｃ 4 ×

大穂 - 配管・電気ラック架台 1986 - - Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 97 Ｂ 5 ×

大穂 - 屋外排水管（雨水） 1980 - - Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ａ Ａ Ｂ 95 Ｂ 5 ×

大穂 - 構内道路（周回道路・AR北通り） 1985 - - Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ａ Ａ Ｂ 80 Ｂ 5 ×

東海 56 地下連絡通路 1988 R 216 Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ａ Ａ Ｃ 200 Ａ 6 ○

東海 51 1号館アネックス 1976 R 802 Ｃ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｃ 167 Ａ 6 ○

大穂 194 体育館 1988 RS 1,057 Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ Ｂ Ｂ 98 Ｃ 7 ×

大穂 246 ４号館 2000 R 7,046 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ 96 Ｃ 7 ×

大穂 34 ２号館 1974 R 2,632 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 77 Ｃ 7 ×

大穂 - 構内道路（中央・東・西通り） 1980 - - Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ 69 Ｃ 7 ×

大穂 93 放射性廃棄物２保管棟 1980 S 294 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ 122.1 Ｂ 8 -

大穂 124 放射性廃棄物３保管棟 1983 S 587 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ 122.1 Ｂ 8 -

大穂 23 ブースター電源棟 1972 S 256 Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ａ Ａ Ｃ 122 Ｂ 8 ◎

大穂 14 ＰＳ特高変電棟 1979 R 435 Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ Ａ Ｃ 120 Ｂ 8 ○

大穂 228 放射性廃棄物４保管棟 1992 S 211 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ 114.4 Ｂ 8 -

大穂 57 放射化物加工棟 1978 R 213 Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ 110 Ｂ 8 -

東海 52 器材収納庫 1970 S 976 Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ 108 Ｂ 8 ◎

大穂 180 先端薄膜ターゲット開発棟 1986 R 216 Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ 105 Ｂ 8 ○

大穂 245 放射化物使用棟 1999 RS 800 Ｃ Ｃ Ａ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ 104.5 Ｂ 8 -

大穂 103 第３工作棟 1982 R 210 Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ 94 Ｃ 9 ×

大穂 98 職員会館 1981 R 1,134 Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ 89 Ｃ 9 ×

大穂 184 物品管理庫 1987 S 459 Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ 82 Ｃ 9 ×

大穂 28 １号館 1972 R 1,865 Ｃ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ 74 Ｃ 9 ×

大穂 38 食堂 1975 R 433 Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ 72 Ｃ 9 ×
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３－１ 建物の評価結果
（２）長寿命化対象施設

『建物･設備点検調査シート』を基にした｢長寿命化対象施設｣の建物の総合評価結果は、次のとおりである。

トリアージ判定
凡例

◎：トリアージ候補施設（撤去・集約化）である ○：トリアージ候補施設（用途変更）である
×：トリアージ候補施設ではない
ー：放射線の維持管理に関わる施設のため、トリアージ候補施設から除外する 高エネルギー加速器研究機構
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基幹設備（電気設備）の更新における総合評価結果は、次のとおりである。

３－２ 基幹設備（電気設備）の評価結果

基幹設備（電気設備）の小改修における総合評価結果一覧を以下に示す。

トリアージ判定凡例 ×：トリアージ候補施設ではない ー：トリアージ候補施設から除外

トリアージ

団地名 電気設備名称 地区名 重要度 緊急度+ 緊急度+ 総合 判定

優先度 影響度 安全性 法適合性 老朽度 劣化度 健全度 健全度

大穂 特別高圧受変電設備(中央特高変電所) つくば地区全域 Ａ Ａ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ａ 100 Ａ 1 ×

大穂 特別高圧ケーブル(予備線) つくば地区全域 Ａ Ａ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ａ 100 Ａ 1 ×

大穂 特別高圧ケーブル(PF特高変電所) PF地区 Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ａ 100 Ａ 1 ×

大穂 特別高圧ケーブル(AR特高変電所) PF-AR地区 Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ａ 100 Ａ 1 ×

大穂 特別高圧ケーブル(大穂特高変電所) 大穂地区 Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ａ 100 Ａ 1 ×

大穂 特別高圧ケーブル(AR特高変電所) 富士地区 Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ａ 100 Ａ 1 ×

大穂 特別高圧ケーブル(日光特高変電所) 日光地区 Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ａ 100 Ａ 1 ×

大穂 構内交換設備 つくば地区全域 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ａ 80 Ａ 1 ×

大穂 特別高圧受変電設備(筑波特高変電所) 筑波地区 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ 60 Ｂ 2 ×

大穂 特別高圧受変電設備(大穂特高変電所) 大穂地区 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ 60 Ｂ 2 ×

大穂 特別高圧受変電設備(AR特高変電所) 富士地区 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ 60 Ｂ 2 ×

大穂 特別高圧受変電設備(日光特高変電所) 日光地区 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ 60 Ｂ 2 ×

大穂 特別高圧受変電設備(AR特高変電所) PF-AR地区 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ 60 Ｂ 2 ×

大穂 中央監視制御装置 つくば地区全域 Ｂ Ａ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 60 Ａ 3 ×

大穂 高圧コンデンサ設備 つくば地区全域 Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ａ 20 Ｃ 4 ×

大穂 特別高圧受変電設備(南特高変電所) 南地区 Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ 0 Ｃ 4 ×

大穂 特別高圧ケーブル(南特高変電所) 南地区 Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ 0 Ｃ 4 ×

大穂 特別高圧受変電設備(PF特高変電所) PF地区 Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ 0 Ｃ 4 ×

東海 特別高圧受変電設備(50GeV変電所) J-PARC地区 Ａ Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ 0 Ｃ 4 ×

東海 特別高圧ケーブル(50GeV変電所) J-PARC地区 Ａ Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ 0 Ｃ 4 ×

東海 中央監視制御装置 東海地区全域 Ｂ Ａ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 40 Ｂ 5 ×

大穂 拡声設備 つくば地区全域 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 40 Ｂ 5 ×

大穂 構内通信線路(35年以上経過) つくば地区全域 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 40 Ｂ 5 ×

大穂 構内通信線路(35年未満) つくば地区全域 Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 40 Ｂ 8 ×

大穂 構内外灯設備(30年以上経過) つくば地区全域 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 40 Ｂ 8 -

大穂 構内外灯設備 KEKB地区 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 40 Ｂ 8 -

大穂 構内外灯設備(AR地区) PF-AR地区 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 40 Ｂ 8 -

大穂 構内外灯設備(30年未満) つくば地区全域 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 0 Ｃ 9 ×

評価項目 評価点

重要度 緊急度 健全度

ﾄﾘｱｰｼﾞ

団地名 変電所名称 機器名称 定格 用途 重要度 緊急度＋ 緊急度＋ 総合 判定
優先度 影響度 安全性 法適合性 老朽度 劣化度 健全度 健全度

大穂 筑波変電所 高圧ケーブル ２５０sq F-211(MR･D1 RF(C)) Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 AR変電所 高圧ケーブル １００sq F103(S-356) Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 AR変電所 高圧ケーブル ３８sq F104(S-351) Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 AR変電所 高圧ケーブル ３８sq FH(所内) Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 AR変電所 高圧ケーブル ３８sq F307(富士機械棟冷凍機) Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 AR変電所 高圧ケーブル ２５０sq F410(MR･D7 RF(AB)) Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 AR変電所 高圧ケーブル ２５０sq F411(MR･D7 RF(CD)) Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 AR変電所 高圧ケーブル ２５０sq F412(MR･D7 RF(E)) Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 AR変電所 高圧ケーブル ２５０sq F413(MR･D8 RF(BA)) Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 AR変電所 高圧ケーブル ２５０sq F414(MR･D8 RF(DC)) Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 AR変電所 高圧ケーブル ２５０sq F415(MR･D8 RF(E)) Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 PF変電所 高圧ケーブル ３２５sq FN-7(S-507) Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 大穂変電所 高圧ケーブル １５０sq 大穂機械棟 (S-203) Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 大穂変電所 高圧ケーブル ３８sq F110(高圧冷凍機) Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 大穂変電所 高圧ケーブル ２５０sq F304(MR･D4 RF(AB)) Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 AR変電所 高圧ケーブル １００sq F209(S-358) Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 PF変電所 高圧ケーブル ６０sq FQ-5(S-505) Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 PF変電所 高圧ケーブル ６０sq FQ-9(S-509) Ａ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 大穂変電所 高圧ケーブル ３８sq MR・D3電源棟 (S-205) Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 80 Ｂ 5 ×

大穂 大穂変電所 高圧ケーブル ２５０sq F211(MR･D5 QFQD-Mag) Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 80 Ｂ 5 ×

大穂 大穂変電所 高圧ケーブル ２５０sq F305(MR･D5 RF(BA)) Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 80 Ｂ 5 ×

大穂 日光変電所 高圧ケーブル ２５０sq MR・D10電源棟 RF-CD Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 80 Ｂ 5 ×

大穂 日光変電所 高圧ケーブル １００sq F209(He-Comp(高段)) Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 80 Ｂ 5 ×

大穂 S501 高圧変圧器 1相100KVA 実験電力Q用（0312） Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 S202 高圧変圧器 3相50KVA 非常動力用（0056） Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 S303 高圧変圧器 3相300KVA 機械動力Ⅱ用（0122） Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 S402 高圧変圧器 1相200KVA 実験動力Ⅱ用（0157） Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 S402 高圧変圧器 3相300KVA 機械動力Ⅱ用（0159） Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 S402 高圧変圧器 3相150KVA 実験動力Ⅱ用（0161） Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 S14 高圧変圧器 3相300KVA 機械動力N-1用（0412） Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 S14 高圧変圧器 3相500KVA 機械動力N-1用（0413） Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 S15 高圧変圧器 3相300KVA 実験動力N-1用（0423） Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 S16 真空遮断器 600A 受電用遮断器 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 S20 真空遮断器 400A 受電用遮断器 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 AR変電所 高圧ケーブル １５０sq F102(ＦＣ) Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｃ 80 Ｂ 8 －

大穂 AR変電所 高圧ケーブル １００sq F202(ＦＣ) Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｃ 80 Ｂ 8 －

大穂 AR変電所 高圧ケーブル １５０sq F409(ＳＣ) Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｃ 80 Ｂ 8 －

大穂 PS変電所 高圧ケーブル ２５０sq 'F22(S-4) Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｃ 80 Ｂ 8 －

大穂 S14 高圧変圧器 3相250KVA 低圧ABC用（0411） Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 60 Ｂ 8 －

大穂 S507 真空遮断器 600A 母線連絡用 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 40 Ｂ 8 －

評価項目 評価点

重要度 緊急度 健全度
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																		評価項目 ヒョウカ コウモク												評価点 ヒョウカ テン								ﾄﾘｱｰｼﾞ

		通し番号 トオ バンゴウ		棟番号				団地名		変電所名称 ヘンデンショ メイショウ		機器名称 キキ メイショウ		定格 テイカク		用途 ヨウト		重要度				緊急度 キンキュウド				健全度 ケンゼン ド				重要度 ジュウヨウド		緊急度＋ キンキュウド		緊急度＋ キンキュウド		総合 ソウゴウ		判定		判定 ハンテイ						長寿命化 チョウジュミョウカ

																		優先度 ユウセンド		影響度 エイキョウ ド		安全性		法適合性		老朽度 ロウキュウ ド		劣化度 レッカ ド				健全度 ケンゼン タビ		健全度 ケンゼン タビ												トリアージ		投資効率 トウシ コウリツ

								大穂		筑波変電所 ツクバ ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F-211(MR･D1 RF(C))		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		100		Ａ		3		×

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		１００sq		F103(S-356)		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		100		Ａ		3		×

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		３８sq		F104(S-351)		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		100		Ａ		3		×

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		３８sq		FH(所内)		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		100		Ａ		3		×

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		３８sq		F307(富士機械棟冷凍機)		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		100		Ａ		3		×

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F410(MR･D7 RF(AB))		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		100		Ａ		3		×

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F411(MR･D7 RF(CD))		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		100		Ａ		3		×

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F412(MR･D7 RF(E))		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		100		Ａ		3		×

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F413(MR･D8 RF(BA))		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		100		Ａ		3		×

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F414(MR･D8 RF(DC))		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		100		Ａ		3		×

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F415(MR･D8 RF(E))		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		100		Ａ		3		×

								大穂		PF変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		３２５sq		FN-7(S-507)		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		100		Ａ		3		×

								大穂		大穂変電所 オオホ ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		１５０sq		大穂機械棟 (S-203) オオホ キカイ トウ		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		100		Ａ		3		×

								大穂		大穂変電所 オオホ ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		３８sq		F110(高圧冷凍機) コウアツ レイトウキ		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		100		Ａ		3		×

								大穂		大穂変電所 オオホ ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F304(MR･D4 RF(AB))		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		100		Ａ		3		×

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		１００sq		F209(S-358)		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		100		Ａ		3		×

								大穂		PF変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		６０sq		FQ-5(S-505)		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		100		Ａ		3		×

								大穂		PF変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		６０sq		FQ-9(S-509)		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		100		Ａ		3		×

								大穂		大穂変電所 オオホ ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		３８sq		MR・D3電源棟 (S-205) デンゲン トウ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		80		Ｂ		5		×

								大穂		大穂変電所 オオホ ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F211(MR･D5 QFQD-Mag)		Ｂ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		80		Ｂ		5		×

								大穂		大穂変電所 オオホ ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F305(MR･D5 RF(BA))		Ｂ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		80		Ｂ		5		×

								大穂		日光変電所 ニッコウ ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		MR・D10電源棟 RF-CD デンゲン トウ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		80		Ｂ		5		×

								大穂		日光変電所 ニッコウ ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		１００sq		F209(He-Comp(高段)) コウ ダン		Ｂ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		80		Ｂ		5		×

		7		12		1-12		大穂		S501		高圧変圧器 コウアツ ヘンアツキ		1相100KVA ソウ		実験電力Q用（0312） ジッケン デン ドウリョク ヨウ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		60		Ｂ		5		×

		1		1		1-1		大穂		S202		高圧変圧器 コウアツ ヘンアツキ		3相50KVA ソウ		非常動力用（0056） ヒジョウ ドウリョク ヨウ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		60		Ｂ		5		×

		2		5		1-5		大穂		S303		高圧変圧器 コウアツ ヘンアツキ		3相300KVA		機械動力Ⅱ用（0122）		Ｂ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		60		Ｂ		5		×

		4		8		1-8		大穂		S402		高圧変圧器 コウアツ ヘンアツキ		1相200KVA ソウ		実験動力Ⅱ用（0157） ジッケン ドウリョク ヨウ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		60		Ｂ		5		×								－		－

		5		9		1-9		大穂		S402		高圧変圧器 コウアツ ヘンアツキ		3相300KVA ソウ		機械動力Ⅱ用（0159） キカイ ドウリョク ヨウ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		60		Ｂ		5		×

		6		11		1-11		大穂		S402		高圧変圧器 コウアツ ヘンアツキ		3相150KVA ソウ		実験動力Ⅱ用（0161） ジッケン ドウリョク ヨウ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		60		Ｂ		5		×

		35		57		1-57		大穂		S14		高圧変圧器 コウアツ ヘンアツキ		3相300KVA		機械動力N-1用（0412） キカイ ドウリョク ヨウ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		60		Ｂ		5		×

		36		58		1-58		大穂		S14		高圧変圧器 コウアツ ヘンアツキ		3相500KVA		機械動力N-1用（0413） キカイ ドウリョク ヨウ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		60		Ｂ		5		×								－		－

		37		59		1-59		大穂		S15		高圧変圧器 コウアツ ヘンアツキ		3相300KVA ソウ		実験動力N-1用（0423） ジッケン ドウリョク ヨウ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		60		Ｂ		5		×

		38		60		1-60		大穂		S16		真空遮断器 シンクウ シャダンキ		600A		受電用遮断器 ジュデン ヨウ シャダンキ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		60		Ｂ		5		×

		39		61		1-61		大穂		S20		真空遮断器 シンクウ シャダンキ		400A		受電用遮断器 ジュデン ヨウ シャダンキ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		60		Ｂ		5		×								－		－

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		１５０sq		F102(ＦＣ)		Ｃ		Ｃ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｃ		80		Ｂ		8		－								－		－

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		１００sq		F202(ＦＣ)		Ｃ		Ｃ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｃ		80		Ｂ		8		－

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		１５０sq		F409(ＳＣ)		Ｃ		Ｃ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｃ		80		Ｂ		8		－								－		－

								大穂		PS変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		'F22(S-4)		Ｃ		Ｃ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｃ		80		Ｂ		8		－

		34		56		1-56		大穂		S14		高圧変圧器 コウアツ ヘンアツキ		3相250KVA		低圧ABC用（0411） テイアツ ヨウ		Ｃ		Ｃ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		60		Ｂ		8		－

		14		26		1-26		大穂		S507		真空遮断器 シンクウ シャダンキ		600A		母線連絡用 ボセン レンラク ヨウ		Ｃ		Ｃ		Ｃ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		40		Ｂ		8		－								－		－
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総合評価シート (トリアージ)



																		評価項目 ヒョウカ コウモク												評価点 ヒョウカ テン								トリアージ

		通し番号 トオ バンゴウ		棟番号				団地名		変電所名称 ヘンデンショ メイショウ		機器名称 キキ メイショウ		定格 テイカク		用途 ヨウト		重要度				緊急度 キンキュウド				健全度 ケンゼン ド				重要度 ジュウヨウド		緊急度 キンキュウド		健全度		総合 ソウゴウ		放射線管理 ホウシャセン カンリ		判定 ハンテイ						長寿命化 チョウジュミョウカ

																		優先度 ユウセンド		影響度 エイキョウ ド		安全性		法適合性		老朽度 ロウキュウ ド		劣化度 レッカ ド										区域有無 クイキ ウム								トリアージ		投資効率 トウシ コウリツ

								大穂		中央変電所 チュウオウ ヘンデンショ		特高変電所(高圧コンデンサを除く) トッコウ ヘンデンショ コウアツ ノゾ						Ａ		Ａ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｂ		Ａ		1

								大穂		南変電所 ミナミ ヘンデンショ		特高変電所(高圧コンデンサを除く) トッコウ ヘンデンショ コウアツ ノゾ						Ａ		Ａ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ａ		1

								大穂		筑波変電所 ツクバ ヘンデンショ		特高変電所(高圧コンデンサを除く) トッコウ ヘンデンショ コウアツ ノゾ						Ｂ		Ａ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｂ		Ａ		2

								大穂		大穂変電所 オオホ ヘンデンショ		特高変電所(高圧コンデンサを除く) トッコウ ヘンデンショ コウアツ ノゾ						Ｂ		Ａ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｂ		Ａ		2

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		特高変電所(高圧コンデンサを除く) トッコウ ヘンデンショ コウアツ ノゾ						Ｂ		Ａ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｂ		Ａ		2

								大穂		日光変電所 ニッコウ ヘンデンショ		特高変電所(高圧コンデンサを除く) トッコウ ヘンデンショ コウアツ ノゾ						Ｂ		Ａ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｂ		Ａ		2

								大穂		PF変電所 ヘンデンショ		特高変電所(高圧コンデンサを除く) トッコウ ヘンデンショ コウアツ ノゾ						Ｂ		Ａ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｂ		Ａ		1

								大穂		南変電所 ミナミ ヘンデンショ		高圧コンデンサ コウアツ						Ｂ		Ａ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｂ		Ａ		1

								大穂		筑波変電所 ツクバ ヘンデンショ		高圧コンデンサ コウアツ						Ｂ		Ａ		Ｂ		Ｃ		Ｃ		Ｃ		Ａ		Ｃ		Ｃ		9

								大穂		大穂変電所 オオホ ヘンデンショ		高圧コンデンサ コウアツ						Ｂ		Ａ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｂ		Ａ		1

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧コンデンサ コウアツ						Ｂ		Ａ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｂ		Ａ		1

								大穂		日光変電所 ニッコウ ヘンデンショ		高圧コンデンサ コウアツ						Ｂ		Ａ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｂ		Ａ		1

								大穂		PF変電所 ヘンデンショ		高圧コンデンサ コウアツ						Ｂ		Ａ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｂ		Ａ		1

								大穂		南変電所 ミナミ ヘンデンショ		特高ケーブル トッコウ						Ａ		Ａ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ｂ		Ａ		Ｂ		Ａ		1

								大穂		大穂変電所		特高ケーブル トッコウ						Ｂ		Ａ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		2

								大穂		AR変電所		特高ケーブル トッコウ						Ｂ		Ａ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ｃ		Ａ		Ｂ		Ｂ		2

								大穂		日光変電所		特高ケーブル トッコウ						Ｂ		Ａ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ｃ		Ａ		Ｂ		Ｂ		2

								大穂		PF変電所		特高ケーブル トッコウ						Ｂ		Ａ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ｃ		Ａ		Ｂ		Ｂ		2

								大穂		予備線 ヨビ セン		特高ケーブル トッコウ						Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ｂ		5

		1		1		1-1		大穂		S202		ＴＲ		3相50KVA ソウ		非常動力用（0056） ヒジョウ ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		2		5		1-5		大穂		S303		ＴＲ		3相300KVA		機械動力Ⅱ用（0122）		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		3		6		1-6		大穂		S304		ＴＲ		3相2000KVA		電磁石電源Ⅰ用（0139） デン ジシャク デンゲン ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

		4		8		1-8		大穂		S402		ＴＲ		1相200KVA ソウ		実験動力Ⅱ用（0157） ジッケン ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

		5		9		1-9		大穂		S402		ＴＲ		3相300KVA ソウ		機械動力Ⅱ用（0159） キカイ ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		6		11		1-11		大穂		S402		ＴＲ		3相150KVA ソウ		実験動力Ⅱ用（0161） ジッケン ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		7		12		1-12		大穂		S501		ＴＲ		1相100KVA ソウ		実験電力Q用（0312） ジッケン デン ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		8		14		1-14		大穂		S501		ＴＲ		3相300KVA ソウ		実験動力Ⅱ用(0311) ジッケン ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		9		21		1-21		大穂		S502		ＴＲ		1相50KVA		非常用電力Q用（0270） ヒジョウ ヨウ デン ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

		10		22		1-22		大穂		S504		ＴＲ		3相300KVA		実験動力 3M用（0292） ジッケン ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

		11		23		1-23		大穂		S506		ＴＲ		3相200KVA ソウ		非常用動力Q用（0314） ヒジョウ ヨウ ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		12		24		1-24		大穂		S506		ＴＲ		3相200KVA ソウ		機械動力 1-1 N用（0316） キカイ ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		13		25		1-25		大穂		S506		ＴＲ		3相200KVA ソウ		機械動力 1-2 N用（0317） キカイ ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

		14		26		1-26		大穂		S507		ＶＣＢ		600A		母線連絡用 ボセン レンラク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

		15		27		1-27		大穂		S507		ＶＣＢ		600A		実験動力Ｎ用 ジッケン ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		16		28		1-28		大穂		S508		ＴＲ		3相150KVA		機械動力N用(0333) チカラ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		17		29		1-29		大穂		S510		ＴＲ		1相30KVA		非常電力用（0345） ヒジョウ デンリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		18		30		1-30		大穂		S510		ＴＲ		1相150KVA		低圧電力用（0342） テイアツ デンリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

		19		31		1-31		大穂		S510		ＴＲ		3相150KVA		低圧動力用（0343） テイアツ ドウ デンリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

		20		34		1-34		大穂		S352'		ＴＲ		3相2000KVA		入射路電源用（0140） イリ シャ ロ デンゲン ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		21		35		1-35		大穂		S360		ＴＲ		3相300KVA ソウ		実験動力 3用（0261） ジッケン ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

		22		36		1-36		大穂		S360		ＴＲ		3相300KVA ソウ		機械動力用（0079） キカイ ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

		23		37		1-37		大穂		S361		ＴＲ		1相100KVA		実験電力 2用(0181) デン		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

		24		38		1-38		大穂		S361		ＴＲ		1相100KVA		実験電力 2用(0200) デン		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		25		39		1-39		大穂		S361		ＴＲ		3相300KVA		実験動力 2用(0294) ジッケン ドウリョク		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

		26		40		1-40		大穂		S361		ＴＲ		1相200KVA		実験電力 1用(0377) デン		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

		27		43		1-43		大穂		S1		ＴＲ		3相500KVA ソウ		実験盤 1用（0349） ジッケン バン ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		28		45		1-45		大穂		S1		ＴＲ		3相500KVA ソウ		実験盤 1用（0349） ジッケン バン ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		29		49		1-49		大穂		S1		ＴＲ		3相300KVA ソウ		実験用（0355） ジッケン ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		30		50		1-50		大穂		S4		ＴＲ		1相150KVA		実験動力 2用（0344） ジッケン ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

		31		52		1-52		大穂		S4		ＴＲ		3相300KVA		機械動力 2用（0298） キカイ ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		32		53		1-53		大穂		S4		ＴＲ		3相300KVA		実験動力 2用（0340） ジッケン ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

		33		54		1-54		大穂		S7		ＴＲ		3相500KVA		低圧動力用（0386） テイアツ ドウ デンリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

		34		56		1-56		大穂		S14		ＴＲ		3相250KVA		低圧ABC用（0411） テイアツ ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		35		57		1-57		大穂		S14		ＴＲ		3相300KVA		機械動力N-1用（0412） キカイ ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		36		58		1-58		大穂		S14		ＴＲ		3相500KVA		機械動力N-1用（0413） キカイ ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

		37		59		1-59		大穂		S15		ＴＲ		3相300KVA ソウ		実験動力N-1用（0423） ジッケン ドウリョク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		38		60		1-60		大穂		S16		ＶＣＢ		600A		受電用遮断器 ジュデン ヨウ シャダンキ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		39		61		1-61		大穂		S20		ＶＣＢ		400A		受電用遮断器 ジュデン ヨウ シャダンキ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

		40		63		1-63		大穂		S22		ＶＣＢ		600A		受電用遮断器 ジュデン ヨウ シャダンキ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		41		70		1-70		大穂		S24		ＴＲ		3相2000KVA		電磁石 1用(0041） デン ジシャク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

		42		80		1-80		大穂		S24		ＴＲ		3相2000KVA		電磁石 3用(0040） デン ジシャク ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		M3		ＴＲ		3相300KVA		A43-X-3用（0090） ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		M3		ＴＲ		3相300KVA		A43-X-5用（0194） ヨウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		Ａ		Ｃ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		筑波変電所 ツクバ ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F-211(MR･D1 RF(C))		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		１５０sq		F102(ＦＣ)		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		１００sq		F103(S-356)		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		３８sq		F104(S-351)		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		３８sq		FH(所内)		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		１００sq		F202(ＦＣ)		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		１００sq		F209(S-358)		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		３８sq		F307(富士機械棟冷凍機)		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		１５０sq		F409(ＳＣ)		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3										－		－

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F410(MR･D7 RF(AB))		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F411(MR･D7 RF(CD))		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F412(MR･D7 RF(E))		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F413(MR･D8 RF(BA))		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F414(MR･D8 RF(DC))		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		AR変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F415(MR･D8 RF(E))		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		PS変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		'F22(S-4)		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ｂ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		PS変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		３２５sq		F45(ＰＦ変電所連絡)		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		PF変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		６０sq		FQ-5(S-505)		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		PF変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		６０sq		FQ-9(S-509)		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		PF変電所 ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		３２５sq		FN-7(S-507)		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		大穂変電所 オオホ ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		１５０sq		大穂機械棟 (S-203) オオホ キカイ トウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		大穂変電所 オオホ ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		３８sq		MR・D3電源棟 (S-205) デンゲン トウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		大穂変電所 オオホ ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		３８sq		F110(高圧冷凍機) コウアツ レイトウキ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		大穂変電所 オオホ ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F211(MR･D5 QFQD-Mag)		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		大穂変電所 オオホ ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F304(MR･D4 RF(AB))		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		大穂変電所 オオホ ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		F305(MR･D5 RF(BA))		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		日光変電所 ニッコウ ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		２５０sq		MR・D10電源棟 RF-CD デンゲン トウ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3

								大穂		日光変電所 ニッコウ ヘンデンショ		高圧ケーブル コウアツ		１００sq		F209(He-Comp(高段)) コウ ダン		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ｃ		Ａ		Ａ		Ｂ		Ｂ		Ａ		3
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基幹設備（電気設備）のサブ変電所更新における総合評価結果は、次のとおりである。

３－２ 基幹設備（電気設備）の評価結果

（ａ）PF（放射光実験施設）

（ｃ）スーパーBファクトリー（電子・陽電子衝突型加速器）

（ｂ）PF-AR(大強度放射光施設)

トリアージ

団地名 電気設備名称 種別 重要度 緊急度+ 緊急度+ 総合 判定

優先度 影響度 安全性 法適合性 老朽度 劣化度 健全度 健全度

大穂 筑波実験棟サブ変電所S-102 KEKB Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 筑波実験棟サブ変電所S-103 KEKB Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 MR・D2電源棟サブ変電所S-104 KEKB Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 MR・D5電源棟サブ変電所S-204 KEKB Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 MR・D8電源棟サブ変電所S-304 KEKB Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 MR・D10電源棟サブ変電所S-401 KEKB Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 MR・D11電源棟サブ変電所S-404 KEKB Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 MR・D4電源棟サブ変電所S-201 KEKB Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 80 Ａ 6 -

大穂 MR・D3電源棟サブ変電所S-205 KEKB Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 80 Ａ 6 -

大穂 MR・D6電源棟サブ変電所S-206 KEKB Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 80 Ａ 6 -

大穂 MR・D7電源棟サブ変電所S-301 KEKB Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 80 Ａ 6 -

大穂 MR・D9電源棟サブ変電所S-405 KEKB Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 80 Ａ 6 -

大穂 MR・D12電源棟サブ変電所S-406 KEKB Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 80 Ａ 6 -

大穂 MR・D1電源棟サブ変電所S-101 KEKB Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 80 Ａ 6 -

大穂 大穂実験棟サブ変電所S-202 KEKB Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 80 Ａ 6 -

大穂 大穂実験棟サブ変電所S-203 KEKB Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 80 Ａ 6 -

大穂 富士実験棟サブ変電所S-302 KEKB Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 80 Ａ 6 -

大穂 富士実験棟サブ変電所S-303 KEKB Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 80 Ａ 6 -

大穂 日光実験棟サブ変電所S-402 KEKB Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 80 Ａ 6 -

大穂 日光実験棟サブ変電所S-403 KEKB Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 80 Ａ 6 -

大穂 3M機械棟サブ変電所S-207 KEKB Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 0 Ｃ 9 ×

大穂 6M機械棟サブ変電所S-208 KEKB Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 0 Ｃ 9 ×

大穂 9M機械棟サブ変電所S-407 KEKB Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 0 Ｃ 9 ×

大穂 12M機械棟サブ変電所S-408 KEKB Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 0 Ｃ 9 ×

大穂 DR電源棟サブ変電所S-513 KEKB Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 0 Ｃ 9 ×

評価項目 評価点

重要度 緊急度 健全度

トリアージ

団地名 電気設備名称 種別 重要度 緊急度+ 緊急度+ 総合 判定

優先度 影響度 安全性 法適合性 老朽度 劣化度 健全度 健全度

大穂 PF-AR西実験棟サブ変電所S-351 PF-AR Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 PF-AR西実験棟サブ変電所S-352 PF-AR Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 PF-AR西実験棟サブ変電所S-352' PF-AR Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 PF-AR北実験棟サブ変電所S-353 PF-AR Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 PF-AR東実験棟サブ変電所S-355 PF-AR Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 PF-AR東実験棟サブ変電所S-356 PF-AR Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 PF-AR南実験棟サブ変電所S-357 PF-AR Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 PF-AR南実験棟サブ変電所S-358 PF-AR Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

評価項目 評価点

重要度 緊急度 健全度

トリアージ

団地名 電気設備名称 種別 重要度 緊急度+ 緊急度+ 総合 判定

優先度 影響度 安全性 法適合性 老朽度 劣化度 健全度 健全度

大穂 電子陽電子入射器棟サブ変電所S-503 PF Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 電子陽電子入射器棟サブ変電所S-504 PF Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 PF光源棟サブ変電所S-505 PF Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 PFエネルギーセンターサブ変電所S-506 PF Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 PF電源棟サブ変電所S-507 PF Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 PF光源棟サブ変電所S-508 PF Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 PF光源棟サブ変電所S-509 PF Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 電子陽電子入射器棟サブ変電所S-502 PF Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ 20 Ｃ 7 ×

大穂 電子陽電子入射器棟サブ変電所S-512 PF Ｂ Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ 0 Ｃ 7 ×

大穂 PF実験準備棟サブ変電所S-511 PF Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 0 Ｃ 9 ×

評価項目 評価点

重要度 緊急度 健全度

トリアージ判定凡例 ×：トリアージ候補施設ではない ー：トリアージ候補施設から除外 高エネルギー加速器研究機構
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３－２ 基幹設備（電気設備）の評価結果
（ｄ）J-PARC（大強度陽子加速器施設）

（ｅ）その他プロジェクト（３つのプロジェクトに属さないもの）

（ｆ）長寿命化対象施設

トリアージ

団地名 電気設備名称 種別 重要度 緊急度+ 緊急度+ 総合 判定

優先度 影響度 安全性 法適合性 老朽度 劣化度 健全度 健全度

大穂 先端加速器試験棟サブ変電所S-360 ATF Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｃ 100 Ａ 6 -

大穂 先端加速器試験棟サブ変電所S-361 ATF Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｃ 100 Ａ 6 -

大穂 北カウンターホールサブ変電所S-4 旧PS Ｃ Ｃ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 80 Ａ 6 -

大穂 サブ変電所S-2(屋外) 旧PS Ｃ Ｃ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 80 Ａ 6 ○

大穂 先端計測実験棟サブ変電所S-14 旧PS Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 60 Ｂ 8 -

大穂 サブ変電所S-15(屋外) 旧PS Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 60 Ｂ 8 -

大穂 先端計測実験棟サブ変電所S-19 旧PS Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 60 Ｂ 8 -

大穂 北ｶｳﾝﾀｰﾎｰﾙ実験準備棟ｻﾌﾞ変電所S-23 旧PS Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 60 Ｂ 8 ○

大穂 PS第2補助電源棟サブ変電所M-2 旧PS Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｃ 80 Ｂ 8 ○

大穂 PS第3補助電源棟サブ変電所M-3 旧PS Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｃ 80 Ｂ 8 ○

大穂 PS第4補助電源棟サブ変電所M-4 旧PS Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｃ 80 Ｂ 8 ○

大穂 S-1変電棟サブ変電所S-1 旧PS Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｃ 80 Ｂ 8 ○

大穂 ﾆｭｰﾄﾘﾉ電源棟サブ変電所S-24 旧PS Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 40 Ｂ 8 ○

大穂 ﾆｭｰﾄﾘﾉ前置施設サブ変電所S-25 旧PS Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ 40 Ｂ 8 ○

大穂 超伝導ﾘﾆｱｯｸ試験施設棟ｻﾌﾞ変電所S-27 STF Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 20 Ｃ 9 ×

大穂 開発共用棟サブ変電所S-11 旧PS Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 0 Ｃ 9 ×

大穂 ERL開発棟サブ変電所S-17 ERL Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 0 Ｃ 9 ×

大穂 超伝導加速器利用促進化推進棟ｻﾌﾞ変電所S-29 STF Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 0 Ｃ 9 ×

評価項目 評価点

重要度 緊急度 健全度

トリアージ

団地名 電気設備名称 種別 重要度 緊急度+ 緊急度+ 総合 判定

優先度 影響度 安全性 法適合性 老朽度 劣化度 健全度 健全度

大穂 サブ変電所S-7(屋外) 長寿命化 Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 100 Ａ 3 ×

大穂 放射線管理棟サブ変電所S-12 長寿命化 Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 80 Ａ 3 ×

東海 東海1号館サブ変電所S-8 長寿命化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 電子陽電子入射器ｺﾝﾄﾛｰﾙ棟ｻﾌﾞ変電所S-501 長寿命化 Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 PF研究棟サブ変電所S-510 長寿命化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 電子陽電子加速器ｺﾝﾄﾛｰﾙ棟ｻﾌﾞ変電所S-359 長寿命化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ｂ 5 ×

大穂 1号館サブ変電所S-8 長寿命化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ 40 Ｂ 5 ×

大穂 管理棟サブ変電所S-10 長寿命化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ 40 Ｂ 5 ×

大穂 研究本館サブ変電所S-13 長寿命化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ 40 Ｂ 5 ×

大穂 3号館サブ変電所S-21 長寿命化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ 40 Ｂ 5 ×

大穂 先端薄膜ﾀｰｹﾞｯﾄ開発棟ｻﾌﾞ変電所S-22 長寿命化 Ｃ Ｃ Ａ Ｃ Ｂ Ａ Ｃ 100 Ａ 6 ○

大穂 4号館サブ変電所S-26 長寿命化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ 20 Ｃ 7 ×

大穂 計算機北棟サブ変電所S-6 長寿命化 Ｂ Ａ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ 20 Ｃ 7 ×

大穂 放射線試料測定棟サブ変電所S-9 長寿命化 Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ 40 Ｂ 8 -

大穂 共同利用宿泊施設サブ変電所S-16 長寿命化 Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ 40 Ｂ 8 -

大穂 国際交流センターサブ変電所S-20 長寿命化 Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ 40 Ｂ 8 -

大穂 第4低温棟サブ変電所S-28 長寿命化 Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 0 Ｃ 9 ×

評価項目 評価点

重要度 緊急度 健全度

トリアージ

団地名 電気設備名称 種別 重要度 緊急度+ 緊急度+ 総合 判定

優先度 影響度 安全性 法適合性 老朽度 劣化度 健全度 健全度

東海 MR第3電源棟サブ変電所S-1 J-PARC Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ 20 Ｃ 7 ×

東海 MR第1電源棟サブ変電所S-2 J-PARC Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ 20 Ｃ 7 ×

東海 MR第2電源棟サブ変電所S-3 J-PARC Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ 20 Ｃ 7 ×

東海 ハドロン第1電源棟サブ変電所S-4 J-PARC Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ 20 Ｃ 9 ×

東海 ﾆｭｰﾄﾘﾉ第1電源棟サブ変電所S-5 J-PARC Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ 20 Ｃ 9 ×

東海 ﾆｭｰﾄﾘﾉ第2電源棟サブ変電所S-6 J-PARC Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ 20 Ｃ 9 ×

東海 ﾆｭｰﾄﾘﾉﾓﾆﾀｰ棟サブ変電所S-7 J-PARC Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ 20 Ｃ 9 ×

東海 MR第4電源棟サブ変電所S-9 J-PARC Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 0 Ｃ 9 ×

東海 MR第5電源棟サブ変電所S-10 J-PARC Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 0 Ｃ 9 ×

東海 MR第6電源棟サブ変電所S-11 J-PARC Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 0 Ｃ 9 ×

評価項目 評価点

重要度 緊急度 健全度

トリアージ判定凡例 ○：トリアージ候補施設である ×：トリアージ候補施設ではない ー：トリアージ候補施設から除外
高エネルギー加速器研究機構
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３－３ 基幹設備（機械設備）の評価結果
基幹設備（機械設備）の総合評価結果は、次のとおりである。

トリアージ判定凡例 ○：トリアージ候補施設である ×：トリアージ候補施設ではない ー：トリアージ候補施設から除外

団地名 機械設備名称 地区名

評価項目 評価点
トリアー

ジ

重要度 緊急度 健全度
重要度

緊急度+ 緊急度+
総合

判定

健全度 健全度優先度 影響度 安全性 法適合性 老朽度 劣化度

大穂 空冷チラーユニット ＰＦ－ＡＲ地区 Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ａ 80 Ａ 1 ×

大穂 大型パッケージ形空調機
ＰＦ光源、
電子陽電子入射器

Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ａ 80 Ａ 1 ×

大穂 大型パッケージ形空調機 旧ＰＳ地区 Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ａ 80 Ａ 1 ×

大穂 空気調和機 ＰＦ－ＡＲ地区 Ａ Ａ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ Ａ 60 Ａ 1 ×

大穂 純水冷却水ポンプ 筑波地区 Ａ Ａ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ Ａ 60 Ａ 1 ×

大穂 純水冷却水ポンプ ＰＦ－ＡＲ地区 Ａ Ａ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ Ａ 60 Ａ 1 ×

大穂 未処理水冷却水ポンプ ＰＦ－ＡＲ地区 Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ Ａ 60 Ａ 1 ×

大穂 空冷式冷却塔 ＰＦ－ＡＲ地区 Ｂ Ａ Ｃ Ｃ Ａ Ｂ Ａ 60 Ａ 1 ×

大穂 スクリュー冷凍機 R-4 筑波地区 Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ 40 Ａ 1 ×

大穂 空気調和機 電子陽電子入射器 Ａ Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ Ａ 40 Ａ 1 ×

大穂 スクリュー冷凍機 R-1～3 筑波地区 Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ 20 Ｂ 2 ×

大穂 純水冷却水ポンプ ＰＦ光源 Ａ Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ 20 Ｂ 2 ×

大穂 水冷式冷却塔 電子陽電子入射器 Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ 20 Ｂ 2 ×

大穂 純水冷却水ポンプ 富士地区 Ｃ Ａ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 60 Ａ 3 ×

大穂 純水冷却水ポンプ 日光地区 Ｃ Ａ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 60 Ａ 3 ×

大穂 純水冷却水ポンプ 大穂地区 Ｃ Ａ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 60 Ａ 3 ×

大穂 未処理水冷却水ポンプ ＫＥＫＢ地区 Ｃ Ａ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 60 Ａ 3 ×

大穂 大型パッケージ形空調機 ＰＦ－ＡＲ地区 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 60 Ａ 3 ×

大穂 スクリュー冷凍機 R-4 富士地区 Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ 40 Ａ 3 ×

大穂 屋外給水管・冷温水管 全地区 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 40 Ａ 3 ×

大穂 屋外排水管（汚水） 全地区 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ 40 Ａ 3 ×

大穂 冷温水発生器 RB-3
ＰＦエネルギー
センター

Ａ Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ 0 Ｃ 4 ×

大穂 ターボ冷凍機 RB-2,4
ＰＦエネルギー
センター

Ａ Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ 0 Ｃ 4 ×

大穂 空冷チラーユニット 更新済 ＰＦ－ＡＲ地区 Ａ Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ 0 Ｃ 4 ×

大穂 空冷チラーユニット ＤＲ地区 Ａ Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ 0 Ｃ 4 ×

大穂 真空式温水機
ＰＦエネルギー
センター

Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ 0 Ｃ 4 ×

大穂 純水冷却水ポンプ ３Ｍ～１２Ｍ機械棟 Ｂ Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ 0 Ｃ 4 ×

大穂 純水冷却水ポンプ 電子陽電子入射器 Ａ Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ 0 Ｃ 4 ×

大穂 冷却水ポンプ
ＰＦエネルギー
センター

Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ 0 Ｃ 4 ×

大穂 空気源装置
ＰＦエネルギー
センター

Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ 0 Ｃ 4 ×

大穂 スクリュー冷凍機 R-1～3 日光地区 Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ 20 Ｂ 5 ×

大穂 受水槽・高置水槽 旧ＰＳ地区 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ 20 Ｂ 5 ×

大穂 屋外ガス管 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ 20 Ｂ 5 ×

大穂 クレーン設備 全体 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ 20 Ｂ 5 ×

大穂 空気調和機 富士地区 Ｃ Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ 0 Ｃ 7 ×

大穂 空気調和機 大穂地区 Ｃ Ａ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ 0 Ｃ 7 ×

大穂 給水ポンプ 旧ＰＳ地区 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ 0 Ｃ 7 ×
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４ 老朽化対策費用の試算
（１）本機構の維持・改修費の推移

35

過去9年間(平成22年度～平成30年度)の｢長寿命化対象施設｣及び｢プロジェクト関連施設｣に
おいて、運営費交付金の機構内予算等による修繕・改修費の実績は、以下のとおりである。
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図４－１ 長寿命化対象施設における予算別修繕・改修費の実績
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図４－２ プロジェクト関連施設における予算別修繕・改修費の実績

運営費交付金 営繕事業費 その他

（百万円）
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４ 老朽化対策費用の試算
（２）対策財源の把握

本計画では、対象施設のサイクルフローや対策内容などが異なるため、長寿命化対策を分けて検討する
必要がある。｢長寿命化対象施設｣と｢プロジェクト関連施設｣に分けた機構内の修繕・改修費の実績は
次のとおりである。過去9年間(平成22年度～平成30年度)の修繕・改修費の実績は、｢長寿命化対象
施設｣の年間平均は約1.6[億円/年]であり、｢プロジェクト関連施設｣の年間平均は約2.1[億円/年]と
なる。機構全体として、合計約3.7[億円/年]となる。
本計画は、この実績によりコストシミュレーションを行っていく。
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図４－３ 修繕・改修費の実績
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図４－４ 修繕・改修費の機構全体実績
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４ 老朽化対策費用の試算
（３）対策費用の算出条件

対象施設区分ごとの対策費用における試算条件は、次のとおりである。

試算結果
図番号

対象施設の
区分

対象施設の内容
備考

建物※ 電気設備 機械設備

機構
全体

図
4-5

図
4-6

①プロジェクト
対象施設

192棟
修繕
小改修
大改修

サブ特高変電所
(つくば：５か所、
東海：1か所)
特別高圧ケーブル
サブ変電所
(つくば：77か所、
東海：10か所)
昇降機設備

冷熱源設備
(冷凍機、冷温水発生器、
ターボ冷凍機、チラーユニット、
真空式温水器)
空調・換気設備
(空気調和機、送排風機)
実験冷却水設備
(ポンプ類、冷却塔、空気源
装置)
大型パッケージ形空調機
クレーン設備

図
4-7

②長寿命化
対象施設

46棟
修繕
小改修
大改修

特高受変電設備
(中央、南特高)
特別高圧ケーブル
サブ変電所
(つくば：15か所、
東海：1か所)
昇降機設備

受・揚水設備(揚水ポンプ類、
受水槽)
大型パッケージ形空調機
インフラ配管類

③小規模
施設

27棟
修繕 － ー

小改修
及び
大改修
は除く

対象施設の分類ごとの対策費用試算条件一覧

※「建物」の補足
１）建物には、建物付帯設備(電気設備・機械設備)含む

・電気設備(照明設備、動力設備、情報通信、拡声設備、自動火災報知設備、昇降機設備など)
・機械設備(給排水設備、給湯設備、空調設備、換気設備、消火設備など)
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図４－５ 機構全体の老朽化対策費用

建物 電気設備 機械設備 トンネル 機構全体の年間修繕・改修費

38

４－１ 機構全体の老朽化対策費用

[百万円]

3.7[億円/年]

｢機構全体｣の今後50年間の対策費用は、次のとおりである。

現在の機構全体の老朽化対策費用を試算した結果、2019年現在、約301億円の老朽化対策費が積
み上がっている状況である。直近9年間の機構全体の年間平均修繕・改修費3.7[億円/年]と比較すると、
大幅な対策費不足が発生することとなる。
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図４－6 プロジェクト関連施設 老朽化対策費用

建物 電気設備 機械設備 トンネル プロジェクト関連年間平均修繕費
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４－２ ｢プロジェクト関連施設｣の老朽化対策費用

[百万円]

2.1[億円/年]

①プロジェクト関連施設

｢プロジェクト関連施設｣の今後30年間の対策費用は、次のとおりである。

現在の｢①プロジェクト関連施設｣のコストシミュレーションした結果、2019年現在、約246億円の老朽化
対策費が積み上がっている状況である。直近9年間の機構全体の年間平均修繕・改修費2.1[億円/年]と
比較すると、大幅な対策費不足が発生することとなる。
プロジェクト関連施設の特徴を踏まえ、老朽化対策を検討する必要がある。

備考：上記対策費内には発生していないが、今後35年経過した時点で、耐用年数をむかえるトンネルの大
規模改修が必要となる。
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図４－7 長寿命化対象施設 老朽化対策費用

建物 電気設備 機械設備 長寿命化対象施設関連年間修繕・改修費

40

４－３ ｢長寿命化対象施設｣の老朽化対策費用

[百万円]

1.6[億円/年]

②長寿命化対象施設 ③小規模施設

｢長寿命化対象施設｣｢小規模施設｣の今後50年間の対策費用は、次のとおりである。

現在の｢②長寿命化対象施設｣｢③小規模施設｣のコストシミュレーションした結果、2019年現在、約
53億円の老朽化対策費が積み上がっている状況である。直近9年間の｢長寿命化対象施設｣ の年間
平均修繕・改修費1.6[億円/年]と比較すると、大幅な対策費不足が発生することとなる。
長寿命化対象施設の特徴を踏まえ、老朽化対策を検討する必要がある。
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機構内予算のみでは、機構全体で約301億円（2019年度現在）の老朽化対策費が積み上がってい
る状態を一度に解消することは不可能である。
また、現在の財源規模約3.7[億円/年]より縮減が予測されることから、対象施設区分ごとの整備方針の

見直しをしていく必要がある。
現在の整備方法から厳しい財源状況を踏まえ、｢①プロジェクト関連施設｣及び｢②長寿命化対象施設｣

｢③小規模施設｣における今後の整備の方向性は、次のとおりである。

①プロジェクト関連施設

機構内予算

施設整備費
補助金等

：機構内予算検討範囲

５ 今後の整備の方向性
（１）対象施設区分ごとの整備方針

施設のトリアージ

新たな財源確保

プロジェクト研究
経費等(補助
金・交付金)

①プロジェクト関連施設
（その他プロジェクト関連施設は除く）

コストの最適化

（現在の整備方法）

施設のトリアージ

機構内予算

新たな財源確保

施設整備費
補助金等

コストの最適化

②長寿命化対象施設

③小規模施設

②長寿命化対象施設

③小規模施設

（今後の整備の方向性）

機構内予算

施設整備費
補助金等or

営繕事業

高エネルギー加速器研究機構

①’その他プロジェクト
関連施設
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今後の整備の方向性から｢①プロジェクト関連施設｣及び｢②長寿命化対象施設｣｢③小規模施設｣に
おける点検・修繕・更新それぞれの方針を次に示す。

②長寿命化対象施設

①プロジェクト関連施設（その他プロジェクト関連施設は除く）

③小規模施設

[機構負担分]
老朽施設再生事業費

施設のトリアージ

新たな財源確保

施設のトリアージ

機構内予算

新たな財源確保

プロジェクト研究
経費等(補助
金・交付金)

ESCO事業
省エネ改修

削減分光熱費

ESCO事業
省エネ改修

削減分光熱費

施設整備費
補助金等

小改修

性能
維持

点検・修繕・
小規模更新

更新

中改修

及び

及び

小改修

性能
維持

性能維持
機能向上

点検・修繕・
小規模更新

更新

大改修

及び

及び

：機構内予算対応範囲

５ 今後の整備の方向性
（１）対象施設区分ごとの整備方針

コストの最適化

コストの最適化

機構内予算

施設整備費
補助金等or

性能維持
または
機能向上

[独立行政法人大学改革
支援・学位授与機構]

[研究所・研究施設]
運営費交付金の

長寿命化対象施設等の
整備に充てられる予算
（老朽対策経費）

[研究所・研究施設]
運営費交付金の

プロジェクト関連施設の
整備に充てられる予算

営繕事業

高エネルギー加速器研究機構

①’その他プロジェクト関連施設
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５ 今後の整備の方向性
（２）コスト平準化の方法について
建物・電気設備・機械設備の総合評価した結果、建物改修または設備更新が重なる年度が発生する。

対策として、整備順位を基に、改修または更新する年度をスライドさせる「コスト平準化」を行う。

0
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200
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300
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450

20X○ 20X□ 20X△ 20X◇

老朽化対策費用
[百万円]

[百万円]

2.0[億円/年]

2.0[億円/年]

(平準前)老朽化対策費

(平準後)老朽化対策費

次年度へ後送り（整備順位が下位）

前年度へ前倒し（整備順位が上位）

：年間平均修繕・改修費の
平均

：平準化が必要となる年度

(参考)老朽化対策費用平準化の考え方について

高エネルギー加速器研究機構
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５ 今後の整備の方向性

[m2]

[年度]

（３）施設総量の最適化
本機構の保有面積に占める経年25年以上の建物の推移と修繕・改修費の関係を示す。

(参考)本機構の保有面積に占める経年25年以上の建物の推移と修繕・改修費の関係

建物の老朽化が
進行し、
修繕・改修費が
追いつかない！

＜施設総量の最適化を行うには＞
・長期的に必要となる施設と将来的に不要となる施設の峻別を行い、重点的な整備を行う。
・機能の集約化等により、必要面積を低減させる。
・施設を保有から借用に転換などの手法が考えられる。
これらの施設総量の最適化と重点的な整備を合わせて、施設のトリアージという。

3.7[億円/年]

年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
保有面積[m2] 227,693 224,291 224,422 234,822 236,576 236,614 237,441 239,996 240,031

経年25年以上の建物面積[m2] 93,597 103,221 103,773 105,703 110,725 111,043 111,043 111,254 112,835
経年25年以上の建物面積割合 41.1% 46.0% 46.2% 45.0% 46.8% 46.9% 46.8% 46.4% 47.0%

修繕・改修費[百万円] 452 319 297 207 358 377 291 414 420
単位面積あたりの修繕・改修費[千円] 1.98 1.42 1.32 0.88 1.51 1.59 1.22 1.73 1.75

修繕・改修費の割合
(2010年度基準[起算])

ー 0.7 0.7 0.4 0.8 0.8 0.6 0.9 0.9

[百万円]

高エネルギー加速器研究機構


平成22年度

				項目№ コウモク		形態別科目		件名		予算名称(細目レベル)		日付		無効額		見込額		済額		債主名称		契約方式		未払金伝票仕訳日		決議書担当者		決議書使用者		決議書納入期限

		P		①		建設仮		高エネ研（東海）ターゲットステーション用空冷チラー他取設		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		8/30/10		0		0		17745000		高砂熱学工業（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物		高エネ研第1低温棟15テスラ磁石ピット取設工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費-実験室整備安全		12/24/10		0		0		1848000		（株）近藤工務店

		P		①		建物		高エネ研テント倉庫取設工事		収見合-加三-実験施設整備費-KEKBテントハウス整備		8/25/10		0		0		29925000		太陽工業(株)　（千葉市）

		長 チョウ		①		建物		高エネ研国際交流センター展示スペース内装改修工事		収見合-機構共通-広報室経費-広報室		6/18/10		0		0		543900		（株）岡野工務店

		長 チョウ		①		建物		高エネ研管理棟顧問室改修工事		収見合-機構共通-特別経費-男女共同参画室設置経費		9/9/10		0		0		1155000		（株）近藤工務店

		P		①		移設撤去		高エネ研（東海）Ｍ３機械棟純水ヘッダバイパス弁撤去その他工事		運交金-加一・二-研究施設費（加一・二）-加一・二系共通		1/5/11		0		0		441000		（株）サンプラント

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館２２５室エアコン取替工事		運交金-素核研-Belle(研究施設)-物件費(Belle)		8/25/10		0		0		399000		関彰エンジニアリング（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階資産マネジメント室等電話設備改修工事		運交金-素核研-Belle(研究施設)-物件費(Belle)		7/8/10		0		0		29400		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館等電話設備改修		運交金-素核研-CMB(研究施設)-物件費(CMB)		5/13/10		0		0		10500		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館研究室室名札取替工事		運交金-素核研-理論センター(研究施設)-物件費(共通)		11/4/10		0		0		160650		いーむらーと

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館２階２１９室等コンセント取設工事		運交金-素核研-理論センター(研究施設)-物件費(共通)		1/17/11		0		0		195300		（有）信濃電設

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＲＮＢ実験準備棟男子便所便座修理		運交金-素核研-短寿命核(研究施設)-物件費(短寿命核)		11/2/10		0		0		11340		（株）エムエス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研4号館231室タイルカーペット張替　一式		運交金-物長-共通経費(基盤)-物構研共通		4/13/10		0		0		288750		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館等電話設備改修		運交金-物長-共通経費(基盤)-物構研共通		5/13/10		0		0		9450		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館２３４号室他内装改修工事		運交金-物長-共通経費(基盤)-物構研共通		4/28/10		0		0		1988700		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館３階物構研事務室コンセント他移設		運交金-物長-共通経費(基盤)-物構研共通		5/6/10		0		0		66570		金沢産業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階資産マネジメント室等電話設備改修工事		運交金-物長-共通経費(基盤)-物構研共通		7/8/10		0		0		44100		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		P		①		建物		高エネ研（東海）ターゲットステーション棟等建具改修工事		収見合-J-PARC-実験施設整備費-T2K-機密ドア交換		7/26/10		0		0		2520000		東康建設工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟低圧配電盤 （電磁石）改修工事		寄附金-J-PARC-小林隆[T2K]-運転経費		8/5/10		0		0		997500		（株）国分電機

		P		①		付設備		高ｴﾈ研（東海）ﾊﾄﾞﾛﾝ実験ﾎｰﾙ1階南側通路縞鋼板取設工事		雑収入-J-PARC-間接・J-PARC-ハドロン実験施設整備		9/24/10		0		0		808500		東康建設工業（株）

		P		①		付設備		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール南側ボンベ置場取設その他工事		雑収入-J-PARC-間接・J-PARC-ハドロン実験施設整備		9/1/10		0		0		381150		東康建設工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3SM1･12SM8補助機械棟空調用温度･湿度ｾﾝｻ-取替工事		運交金-施設部-運転-機械		1/24/11		0		0		987000		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3SM2･6SM3補助機械棟空調用温度･湿度ｾﾝｻ-取替工事		運交金-施設部-運転-機械		1/20/11		0		0		974400		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３ＳＭ２サイクリーナー修理		運交金-施設部-運転-機械		4/7/10		0		0		997500		進和テック（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3SM2補助機械棟ｻｲｸﾘｰﾅ(AF-1)用手元盤端子台取替その他工事		運交金-施設部-運転-機械		10/25/10		0		0		52500		（株）須藤電気商会

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研9SM6・12SM7補助機械棟空調用温度・湿度センサ－取替工事		運交金-施設部-運転-機械		1/24/11		0		0		977550		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ西実験棟冷却塔（ＡＷ－ＣＴ－２）用動力制御盤改修工事		運交金-施設部-運転-機械		7/1/10		0		0		993300		（株）東邦製作所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研AR東・西実験棟屋上冷水・温水用膨張タンク廻り配管取替工事		運交金-施設部-運転-機械		9/27/10		0		0		233100		第一工業（株）茨城営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ東・西実験棟機械室冷水・温水用膨張管取替工事		運交金-施設部-運転-機械		8/2/10		0		0		956550		第一工業（株）茨城営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ東実験棟純水冷却水ポンプ（AE-PWP-1-1）用動力制御盤改修工事		運交金-施設部-運転-機械		7/1/10		0		0		982800		（株）東邦製作所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ東実験棟純水冷却水ポンプ（AE-PWP-1-2）用動力制御盤改修工事		運交金-施設部-運転-機械		7/1/10		0		0		985950		（株）東邦製作所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ特高変電所無停電電源装置用蓄電池交換工事		運交金-施設部-運転-電気		1/13/11		0		0		2467500		東神電池工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ南実験準備棟冷却塔(AS-CT-5)散水ポンプ取替工事		運交金-施設部-運転-機械		10/28/10		0		0		299250		（株）前沢設備

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ南実験棟機械室実験冷却水（PWP-1）温度調節計取替工事		運交金-加七-光源運転経費-共通経費		2/1/11		0		0		871500		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ南実験棟他トンネル内湿度センサ－取替工事		運交金-施設部-運転-機械		11/30/10		0		0		747600		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ北実験棟第１機械室未処理水系統補給水管逆止弁取替工事		運交金-施設部-運転-機械		10/18/10		0		0		52500		（株）楠原管工業

		P		⑥		構築物		高エネ研Ｄ１電源棟北側砕石敷き工事		雑収入-素長-間接・素核研　-所長		2/14/11		0		0		798000		(株)カタオカエンジニアリング

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ4・Ｄ8電源棟１階床スラブコア抜き工事		運交金-加三・四-B運転-ＫＥＫＢ共通		2/24/11		0		0		94500		(株）共進工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ８電源棟他圧力扇フィルター枠修理		運交金-施設部-運転-機械		5/13/10		0		0		488250		（有）佐藤管理工業

		P		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKB高度化施設９０００㎡テント既設砕石舗装補修工事		運交金-加三・四-B運転-ＫＥＫＢ共通		11/5/10		0		0		913500		（株）ミヤモト開発

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKB高度化施設テント倉庫外構工事		運交金-加三・四-B運転-ＫＥＫＢ共通		11/8/10		0		0		651000		太陽工業(株)　（千葉市）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKB高度化施設トンネル内塗床補修工事		運交金-加三・四-特別経費-KEKB基盤		10/13/10		0		0		1039500		（株）飯田産業

		P		①		付設備		高エネ研KEKB高度化施設加速器テント倉庫電気工事		収見合-加三-実験施設整備費-KEKBテントハウス整備		10/27/10		0		0		1554000		メイデン（株）

		P		①		消耗品		高エネ研KEKB高度化施設加速器テント倉庫用電源配管工事		収見合-加三-実験施設整備費-KEKBテントハウス整備		10/14/10		0		0		401100		（株）須藤電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂第１コンプレッサー棟外壁シーリング補修工事		運交金-加七-卓上シンクロトン経費-物件費		7/5/10		0		0		121800		興和建業（株）

		P		①		他委託		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設大穂実験棟実験架台取外し工事		運交金-加三・四-B運転-ＫＥＫＢ共通		11/1/10		0		0		5775000		清水建設（株）関東支店

		P		①		他委託		高エネ研KEKB高度化施設大穂実験棟実験架台電気設備撤去工事		運交金-加三・四-B運転-ＫＥＫＢ共通		9/28/10		0		0		420000		（有）森田電気商会

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢ地区電源棟圧力扇フィルター取替		運交金-施設部-運転-機械		4/27/10		0		0		630000		（有）佐藤管理工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・３ＳＭ1補助機械棟等分散制御室既設窓断熱改修その他工事		運交金-加三・四-B運転-モニター		10/5/10		0		0		546430		（有）エアリー

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟空気調和機（ＡＣ－１）モーター取替工事		運交金-施設部-運転-機械		9/1/10		0		0		726600		（株）東洋製作所筑波営業所

		P		①		付設備		高エネ研ＭＲ・Ｄ１、１２電源棟制御室空調改修工事		運交金-施設部-運転-機械		3/25/11		0		0		7560000		伊奈工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１電源棟等照明設備改修その他工事		運交金-施設部-運転-電気		10/25/10		0		0		364350		（有）信濃電設

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ３電源棟等排水ポンプ取替工事		運交金-施設部-運転-電気		12/15/10		0		0		543900		（株）須藤電気商会

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D8電源棟等照明器具取替工事		運交金-施設部-運転-電気		11/16/10		0		0		420000		（株）須藤電気商会

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-ARトンネル排水ポンプ(DP-7-1)用漏電遮断器交換		運交金-施設部-運転-機械		4/13/10		0		0		57750		（株）須藤電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射化物加工棟排気ファン用ダンパ操作器取替工事		運交金-放射セ-研究施設（放射線）-放射線安全		9/1/10		0		0		111300		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射線資料測定棟風除室ガラス交換工事		運交金-放射セ-研究施設（放射線）-放射線安全		1/7/11		0		0		28980		中島ガラス建材　中島豊

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟事務室扉改修工事		運交金-計算セ-電子計算機経費-施設整備		1/7/11		0		0		76440		（株）塚本建装

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟108号室他建具改修工事		運交金-計算セ-電子計算機経費-施設整備		3/25/11		0		0		167790		（株）塚本建装

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟第２マシン室二重床補修その他工事		運交金-計算セ-電子計算機経費-共通経費		3/25/11		0		0		1228500		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟第2マシン室水冷空調機用電源取設その他工事		運交金-計算セ-電子計算機経費-共通経費		3/25/11		0		0		2100000		（株）協和エレックス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２低温棟１０２室ルームエアコン取替		運交金-低温セ-超伝導低温経費-実験室整備安全		7/2/10		0		0		273000		関彰エンジニアリング（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２低温棟打合せ室軽量鋼製建具取替工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費-実験室整備安全		9/14/10		0		0		178500		（株）岡野工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階資産マネジメント室等電話設備改修工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費-実験室整備安全		7/8/10		0		0		47250		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２低温棟101室外壁漏水補修工事　		運交金-低温セ-超伝導低温経費-実験室整備安全		1/6/11		0		0		218400		（株）塚本建装

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第2低温棟等建具改修工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費-実験室整備安全		1/31/11		0		0		1176000		(株)カタオカエンジニアリング

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第1低温棟コンセント用配線支障切り廻し工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費-実験室整備安全		1/25/11		0		0		51450		（有）森田電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第1低温棟実験室内装改修その他工事　		運交金-低温セ-超伝導低温経費-実験室整備安全		3/25/11		0		0		995400		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第3低温棟電源収納庫シリンダー交換工事　		運交金-低温セ-研究施設（低温）-超伝導低温工学センター共通		1/5/11		0		0		13650		つくばキーセンター　澤邉久輝

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳエネルギーセンター東側外部建具錠前交換工事		運交金-機工セ-工作工場経費-消耗品費		4/23/10		0		0		25200		鈴木ガラス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研4号館302室等電話設備改修工事		運交金-機工セ-工作工場経費-雑役務費		12/20/10		0		0		28350		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟洗浄便座取設工事		運交金-機工セ-工作工場経費-雑役務費		1/26/11		0		0		283500		カンキ工業（有）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館等電話設備改修		運交金-機工セ-研究施設（機工）-機械工学センター共通		5/13/10		0		0		9450		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１工作棟打合せ室流し台取替その他工事		運交金-機工セ-特別経費-第１工作棟排水改善工事経費		12/27/10		0		0		871500		（有）佐藤管理工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR実験準備棟実験盤改修		運交金-放一・二-PF共同利用-共通		4/8/10		0		0		21840		（有）森田電気商会

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ西実験棟空冷ヒートポンプチリングユニット（CH-1）整備		運交金-施設部-運転-機械		9/9/10		0		0		2415000		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験準備棟空冷チラー（CH-5）シーケンサー他整備		運交金-施設部-運転-機械		10/25/10		0		0		987000		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験棟第１機械室圧力扇（ＡＳ－ＯＦ－２）取替工事		運交金-施設部-運転-機械		10/26/10		0		0		76650		東洋プラント工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験棟冷却塔(AS-CT-1-1,3)動力制御盤改修		運交金-施設部-運転-機械		6/21/10		0		0		1365000		志賀計装（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験準備棟３０／４．５ｔクレーン横行ブレーキ修理		運交金-施設部-運転-機械		11/29/10		0		0		342300		コネクレーンズ（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験準備棟空冷ヒートポンプチリングユニット（CH-2.3）整備		運交金-施設部-運転-機械		10/1/10		0		0		4200000		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR北実験棟等高所照明設備ランプ取替その他工事		運交金-施設部-運転-電気		1/7/11		0		0		430500		（有）森田電気商会

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR北西実験棟実験ホール床補修工事		運交金-放一・二-PF共同利用-共通		9/9/10		0		0		325500		（有）ケミカ

		P		①		消耗品		高エネ研ＰＦ-ＡＲ北西棟ＮＷ１２火災報知設備取設工事		収見合-放一・二-施設利用-構造生物		2/9/11		0		0		33600		能美防災(株) 茨城支社

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－１バーナー交換		運交金-施設部-運転-機械		3/25/11		0		0		556500		パナソニック産機システムズ(株)

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン空気源装置(CMP-2)ファンモ－タ－修理		運交金-施設部-運転-機械		4/7/10		0		0		189000		共和プラント工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン計装用空気源装置(M6-CMP-1)負圧センサ取替修理		運交金-施設部-運転-機械		11/15/10		0		0		141750		共和プラント工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン高架水槽漏水修理		運交金-施設部-運転-機械		6/14/10		0		0		147000		森松工業（株）北関東営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン市水高架水槽水抜き弁取替その他工事		運交金-施設部-運転-機械		8/10/10		0		0		567000		カンキ工業（有）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン真空式温水機(BH-1)マイコンコントロ－ラ取替修理		運交金-施設部-運転-機械		11/19/10		0		0		168000		（株）ヒラカワ

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン真空式温水機(BH-1)修理		運交金-施設部-運転-機械		9/30/10		0		0		210000		（株）ヒラカワ

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン排気ファン（Ｍ６－Ｆ－１２）取替その他工事		運交金-施設部-運転-機械		8/4/10		0		0		300300		カンキ工業（有）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン冷却塔（ＲＢ－４）補給水管量水器取替工事		運交金-施設部-運転-機械		9/17/10		0		0		121800		（有）佐藤管理工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギーセンター自家発電設備空気槽始動弁改修		運交金-施設部-運転-電気		5/10/10		0		0		126000		ヤンマーエネルギーシステム（株）東京支社

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネルギーセンター中央監視用プリンタファンユニット取替工事		運交金-施設部-運転-電気		2/1/11		0		0		24876		日信電子サービス（株）取手営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF研究棟５階509室内部壁塗装改修工事		運交金-先端-次世代光源(基盤)-室長留置		5/19/10		0		0		157500		（株）近藤工務店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟生理試料準備室流し台取替工事		運交金-放一・二-PF共同利用-生理試料準備室		12/22/10		0		0		181650		カンキ工業（有）

		P		①		消耗品		高エネ研ＰＦ研究棟等情報伝送設備その他取設工事		運交金-放一・二-PF共同利用-タンパク		10/25/10		0		0		56910		（有）森田電気商会

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟２階実験盤改修その他		運交金-加七-光源運転経費-光源第4グループ		6/4/10		0		0		64050		（有）信濃電設

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟２階実験盤改修その他		運交金-先端-先端加速器(基盤)-STF基盤		6/4/10		0		0		47250		（有）信濃電設

		P		①		消耗品		高エネ研PF光源棟BL-1等火災報知設備改修工事		運交金-放一・二-PF共通経費（基盤）-PF共通		11/10/10		0		0		45150		能美防災(株) 茨城支社

		P		①		消耗品		高エネ研PF光源棟BL-1等火災報知設備改修工事		受託研費-放二-間接・物構研-若槻壮市		11/10/10		0		0		81900		能美防災(株) 茨城支社

		P		①		移設撤去		高エネ研PF光源棟ストレージリング洗面器撤去		運交金-加七-光源運転経費-共通経費		7/1/10		0		0		130200		（有）佐藤管理工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟地下１階機械室鋼製建具補修		運交金-加七-光源運転経費-共通経費		4/16/10		0		0		14700		鈴木ガラス

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟防水シート補修		運交金-加七-光源運転経費-共通経費		7/23/10		0		0		1974000		興和建業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF地区中央監視設備監視操作装置基板取替工事		運交金-施設部-運転-電気		9/24/10		0		0		525000		東芝電機サービス(株)

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF電源棟等高所照明設備他改修		運交金-施設部-運転-電気		6/1/10		0		0		854700		高橋興業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ１、Ｍ２機械室屋上膨張水槽ドレン用仕切弁取替工事		運交金-施設部-運転-機械		12/22/10		0		0		89250		（株）楠原管工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ１機械室冷水２次ポンプ(２Ｐ－Ａ－２)取替		運交金-施設部-運転-機械		5/12/10		0		0		592200		カンキ工業（有）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ２機械室冷却水マグネットＤ系統３方弁漏水修理		運交金-施設部-運転-機械		7/13/10		0		0		361200		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟共同溝漏水対策工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通２		7/14/10		0		0		164850		(株）共進工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟地下１階テストホールクレーン用電源改修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-低速陽電子		8/9/10		0		0		241500		（有）森田電気商会

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高ｴﾈ研ＰＦ陽電子入射器棟M0機械室A系統１次冷水制御弁取替他工事		運交金-施設部-運転-機械		12/17/10		0		0		786450		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		P		①		付設備		高エネ研ＰＳエネセン屋外純水補給水量水器取付工事		運交金-施設部-運転-機械		8/4/10		0		0		963900		川崎設備工業（株）茨城営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PSエネルギーセンター南側鋼製建具補修工事		運交金-加三・四-B運転-ＫＥＫＢ共通		12/17/10		0		0		596400		鈴木ガラス

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高ｴﾈ研PSﾘﾆｱｯｸ高周波実験棟ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換工事		運交金-加七-PS維持（大強度）-ＰＳ維持		3/25/11		0		0		13650		つくばキーセンター　澤邉久輝

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ加速器準備棟１０９室パッケージエアコン取替工事		運交金-加施設長-加速器共通(基盤)-加速器共通		2/1/11		0		0		409500		山田空調設備（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ主リング空調機（ＡＣ－３）ダクト支持架台補強工事		運交金-加七-PS維持（大強度）-ＰＳ維持		1/26/11		0		0		306600		（株）楠原管工業

		P		①		付設備		高エネ研ＰＳ主リング空調機（ＡＣ－３）改修		運交金-加七-PS維持（大強度）-ＰＳ維持		11/4/10		0		0		5775000		（株）楠原管工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS第3ポンプ室東側鋼製建具補修工事		運交金-加七-次世代光源(PF)-放射線		12/22/10		0		0		75600		鈴木ガラス

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ特高変電棟自家発電設備冷却水配管改修工事		運交金-施設部-運転-電気		11/12/10		0		0		727650		高橋興業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ南実験棟シャワー室換気扇取替		運交金-加施設長-加速器共通(基盤)-加速器共通		5/31/10		0		0		76965		東洋プラント工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高ｴﾈ研PS物理第3収納庫北西側鋼製建具補修その他工事		運交金-加三・四-B運転-冷凍機・クラブ空洞		12/21/10		0		0		459900		鈴木ガラス

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ補助機械棟玄関電気錠取設工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通２		12/13/10		0		0		101850		つくばキーセンター　澤邉久輝

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ北実験棟クレーン整備		運交金-施設部-運転-機械		6/22/10		0		0		997500		（株）神内電機製作所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ北実験棟等クレーン整備		運交金-施設部-運転-機械		9/9/10		0		0		4200000		（株）神内電機製作所

		P		①		付設備		高エネ研サブ変電所Ｓ－１５電力量計測ユニット取設		運交金-施設部-運転-電気		7/5/10		0		0		917700		（有）信濃電設

		P		①		消耗品		高エネ研サブ変電所S-501等保護金網他取設工事		運交金-施設部-運転-電気		11/15/10		0		0		130339		飯村電設（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研テント倉庫等照明器具改修工事		運交金-加三・四-B運転-ＫＥＫＢ共通		11/1/10		0		0		156450		（株）協和エレックス

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研テント倉庫等照明器具改修工事		運交金-施設部-運転-電気		11/1/10		0		0		253050		（株）協和エレックス

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備		運交金-施設部-運転-機械		4/8/10		0		0		936600		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その２）		運交金-施設部-運転-機械		4/30/10		0		0		815850		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その３）		運交金-施設部-運転-機械		5/11/10		0		0		800100		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その６）		運交金-施設部-運転-機械		10/1/10		0		0		985950		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		付設備		高エネ研基幹整備（ＡＲ特高変電設備進相コンデンサ更新）工事		施設整備-施設部-（大穂）ﾗｲﾌﾗｲﾝ（繰越分)-事業費		6/14/10		0		0		39375000		（株）東芝　ソリューション営業第二部

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研光源棟地下ピット湧水ポンプ（M6-DP-4-2）取替工事		運交金-施設部-運転-機械		2/1/11		0		0		117600		東洋プラント工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟実験室４エアコン修理		運交金-放一・二-PF共同利用-構造生物準備室		7/2/10		0		0		53550		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高ｴﾈ研先端加速器試験棟ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ機械室冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ（D-CP-1）取替工事		運交金-先端-先端加速器(基盤)-共通		2/1/11		0		0		315000		（株）楠原管工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟純水ポンプ(D-PWP-3)モーター取替工事		運交金-先端-先端加速器(先端)-ATF/ATF2		10/7/10		0		0		787500		荏原テクノサーブ（株）つくば営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟水冷密閉型冷却塔(D-CT-1)凍結防止ポンプ取替		運交金-先端-先端加速器(先端)-ATF/ATF2		6/22/10		0		0		582750		（有）佐藤管理工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟未処理水ポンプ（Ｐ－１）整備		運交金-先端-先端加速器(先端)-ATF/ATF2		8/25/10		0		0		654150		（株）増田鉄工場東京支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟冷却塔(JLC-CT-1)用凍結防止ヒーターサーモ取替工事		運交金-先端-先端加速器(先端)-ATF/ATF2		10/20/10		0		0		37800		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟１０２室空調機取替工事		運交金-放一・二-PF共同利用-共通		8/3/10		0		0		908250		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟前駐輪場舗装工事		雑収入-素長-間接・素核研　-所長		3/25/11		0		0		399000		（株）川田建材工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟大型機械実験準備室内装改修工事		運交金-先端-測定器開発(先端)-TPCX		7/20/10		0		0		787500		（株）近藤工務店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟クレーン整備		運交金-施設部-運転-機械		8/2/10		0		0		987000		（株）神内電機製作所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟出入管理設備取設工事		運交金-先端-測定器開発(基盤)-その他		6/24/10		0		0		458850		中央電子（株）筑波営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂機械棟純水冷却水(ＯＨ－ＰＷＰ－２)用空気式３方弁修理		運交金-施設部-運転-機械		7/8/10		0		0		987000		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂機械棟等空調用温度・湿度センサ－取替工事		運交金-施設部-運転-機械		2/16/11		0		0		969150		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂機械棟冷水ポンプ(OM-CWP-6-1)整備		運交金-施設部-運転-機械		4/9/10		0		0		178500		（株）川本製作所土浦営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂機械棟冷水二次ポンプ(OM-CWP-5-2､3)整備		運交金-施設部-運転-機械		1/14/11		0		0		518700		（株）川本製作所土浦営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟空冷式密閉形冷却塔（CT-3）整備		運交金-施設部-運転-機械		3/25/11		0		0		6220578		空研工業（株）東京支店

		P		①		付設備		高エネ研大穂実験棟空冷式密閉形冷却塔（CT-3）整備		運交金-施設部-運転-機械		3/25/11		0		0		18664422		空研工業（株）東京支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟天井クレーン（50/20ｔ）用無線機交換		運交金-施設部-運転-機械		9/10/10		0		0		3465000		エムイーシーエンジニアリングサービス（株）

		P		①		移設撤去		高エネ研大穂実験棟等テント倉庫用屋外配線支障切り廻し工事		運交金-加三・四-B運転-ＫＥＫＢ共通		8/26/10		0		0		987000		（株）協和エレックス

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟北東側テント倉庫シート補修工事		運交金-加三・四-B運転-ＫＥＫＢ共通		10/20/10		0		0		84000		(株）共進工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波機械棟等空調用温度・湿度ｾﾝｻ-取替工事		運交金-施設部-運転-機械		2/10/11		0		0		978600		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波機械棟未処理冷却水ポンプ(CP-1-2)整備		運交金-施設部-運転-機械		4/5/10		0		0		438900		（株）増田鉄工場東京支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟他水冷冷却塔散水ポンプ取替		運交金-施設部-運転-機械		4/14/10		0		0		995400		（有）佐藤管理工業

		P		①		消耗品		高エネ研筑波実験棟地下4階QCS冷凍機制御システム用電源取設工事		運交金-加三・四-B運転-超伝導マグネット		8/30/10		0		0		192150		（有）信濃電設

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟等テレビ共同受信設備改修工事		運交金-施設部-運転-電気		2/7/11		0		0		463050		飯村電設（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟研究協力部内部建具改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/28/10		0		0		987000		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟会議室他内装改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/28/10		0		0		661500		柳澤工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟建具改修		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/19/10		0		0		189000		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟機械室鋼製建具補修その他		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		5/10/10		0		0		896700		鈴木ガラス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF研究棟５階５０９室内装改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/26/10		0		0		577500		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS加速器実験準備棟屋根補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/22/10		0		0		579600		（株）根本工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第2低温棟ドレン補修		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		5/21/10		0		0		430500		柳澤工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研入射器棟エキスパンション金物補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		5/31/10		0		0		25200		(株）共進工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館１階会議室（大）床改修		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		5/10/10		0		0		913500		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研AR北西棟1階玄関内側ステンレス製建具補修その他		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		5/6/10		0		0		747600		鈴木ガラス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS入射器棟漏水対策工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		6/10/10		0		0		262500		(株）共進工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館小林ホール床配線口改修		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		5/12/10		0		0		157500		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館屋上シーリング補修		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		6/23/10		0		0		81900		（株）高田工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS入射器棟他放射線管理区域フェンス補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		6/21/10		0		0		399000		(株）共進工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PSエネルギーセンター樋廻り雨漏り補修		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		7/8/10		0		0		94500		興和建業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟東側１階屋上補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		7/14/10		0		0		840000		興和建業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研食堂厨房壁ステンレス改修		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		7/7/10		0		0		57750		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟福利厚生室入口扉ガラス交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		7/30/10		0		0		13650		中島ガラス建材　中島豊

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR屋外配管架台塗装改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		7/30/10		0		0		4177887		（株）ケンソウ

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟財務部システム天井貼替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		7/30/10		0		0		115500		興和建業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟2階機械室鋼製建具補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		7/27/10		0		0		56700		つくばキーセンター　澤邉久輝

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導リニアック試験棟東側道路他補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		8/25/10		0		0		966000		（株）ミヤモト開発

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研4号館413室アルミ製建具補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		9/1/10		0		0		331800		鈴木ガラス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研食堂外部幕板目地シーリング改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		8/11/10		0		0		409500		柳澤工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研　４号館外部自動扉センサー交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		8/26/10		0		0		97650		ナブコシステム（株）つくば営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟大型機械実験準備室外壁漏水改修		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		7/20/10		0		0		189000		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研調整池既設ネットフェンス改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		10/25/10		0		0		262500		(株）共進工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１工作棟軒樋補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		9/28/10		0		0		76650		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟大型機械実験準備室縦樋改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		10/15/10		0		0		546000		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟1階財務部東側電気錠改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		11/5/10		0		0		58800		鈴木ガラス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館外部自動扉吊車交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		11/1/10		0		0		71400		ナブコシステム（株）つくば営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ6ＳＭ4補助機械棟鋼製建具取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		11/8/10		0		0		714000		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟ガラス廻りシーリング補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		11/16/10		0		0		193200		鈴木ガラス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟北側窓ガラス交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		11/26/10		0		0		39690		中島ガラス建材　中島豊

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研１号館北側駐車場雨水排水管改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		12/9/10		0		0		399000		(株)カタオカエンジニアリング

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟大型機械実験準備室オペレーター改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		7/20/10		0		0		960750		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１工作棟114室アルミ製建具補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		12/1/10		0		0		170100		鈴木ガラス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館屋上東側防水その他補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		11/2/10		0		0		882000		興和建業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館エレベータ機械室外壁補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		12/8/10		0		0		987000		興和建業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研東カウンターホール電動扉手元盤改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		11/16/10		0		0		579600		（有）信濃電設

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中央受電棟ガラス廻りシーリング補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		2/7/11		0		0		630000		鈴木ガラス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研4号館1階123号室ガラス交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		2/2/11		0		0		16800		中島ガラス建材　中島豊

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研光源棟通路床補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		3/25/11		0		0		451500		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS入射器棟遮蔽扉補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		3/25/11		0		0		139650		（株）イトーキ　

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン他シャッター改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		3/25/11		0		0		974400		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・３Ｃ,９Ｃ搬入棟屋上防水改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		3/25/11		0		0		922700		興和建業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館等電話設備改修		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		5/13/10		0		0		627900		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PSエネルギーセンター電気室照明器具増設その他		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		6/14/10		0		0		174300		（株）協和エレックス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟等照明器具取替その他		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		6/7/10		0		0		474600		（株）須藤電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS地区等サブ変電所改修		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		7/16/10		0		0		886200		（有）信濃電設

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研化学実験棟実験用電源取設その他		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		8/2/10		0		0		89670		（株）須藤電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館電子交換機室交換機用直流電源設備用蓄電池取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		8/23/10		0		0		997500		（株）ブロード

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階資産マネジメント室等電話設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		7/8/10		0		0		536550		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟等自動火災報知設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		9/1/10		0		0		730800		能美防災（株）土浦営業所　(物品・役務）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟等誘導灯その他改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		7/28/10		0		0		924000		（有）森田電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟エレベーター設備改修		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		7/8/10		0		0		304500		日本オーチス・エレベータ（株）関東支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ニュートリノ前置施設等構内PHS基地局他改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		8/17/10		0		0		161910		常伸電通システム（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館等モーターサイレン他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		10/18/10		0		0		724920		パナソニックシステムネットワークス（株）　関越社

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR南実験棟等火災報知設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		11/24/10		0		0		951300		能美防災(株) 茨城支社

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館等照明器具安定器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		1/6/11		0		0		418950		高橋興業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研4号館302室等電話設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		12/20/10		0		0		45150		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟2階コモンルーム換気扇ウェザーカバー取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		2/16/11		0		0		47250		（有）森田電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研屋外消火栓設備ホース格納箱表示改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		12/16/10		0		0		234150		松枝印刷（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟等誘導灯他改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		12/20/10		0		0		997500		（株）須藤電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PSエネルギーセンター電話設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		2/9/11		0		0		49350		常伸電通システム（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ特高変電棟等テレビ共同受信設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		3/1/11		0		0		738150		飯村電設（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員会館等テレビ共同受信設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		1/28/11		0		0		935550		東陽工業（株）北関東支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR北実験棟等火災報知設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		1/6/11		0		0		951300		能美防災(株) 茨城支社

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟等エレベーター設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		2/4/11		0		0		787500		東芝エレベータ（株）東関東支社

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・6SM4補助機械棟等高所照明設備ランプ取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		3/25/11		0		0		197400		（有）森田電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟等エレベーター設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		3/25/11		0		0		987000		日本オーチス・エレベータ（株）関東支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟５Ｆ給湯室仕切弁取替		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		4/21/10		0		0		39900		（株）前沢設備

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ加速器準備棟給湯室排水管修理		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		4/22/10		0		0		136500		（株）前沢設備

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館１階給湯室電気温水器減圧弁取替		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		5/11/10		0		0		48300		カンキ工業（有）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟他雑排水ポンプ取替その他		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		5/31/10		0		0		753900		東洋プラント工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳエネセン市水受水槽(№２)漏水修理		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		6/15/10		0		0		214200		（株）ベルテクノ　関東営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第３低温棟土中市水管漏水修理		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		6/23/10		0		0		26040		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ加速器準備棟１０８室空調機取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		8/3/10		0		0		982800		（株）サマリヤエンジニアリング

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR-D7電源棟屋外消火配管その他改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		9/2/10		0		0		976500		（株）前沢設備

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館機械室市水可変速ポンプ（WPU-1）ﾌﾛｰｽｲｯﾁ取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		8/5/10		0		0		117810		荏原テクノサーブ（株）つくば営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ加速器準備棟１０２室空調機取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		9/1/10		0		0		546000		（株）サマリヤエンジニアリング

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF入射器棟M1機械室屋外消火栓修理その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		10/1/10		0		0		227850		（株）前沢設備

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ特高変電所２Ｆトイレ換気扇取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		10/15/10		0		0		40950		東洋プラント工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研東カウンタ－ホ－ル屋外汚水ポンプ取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		10/22/10		0		0		987000		（株）増田鉄工場東京支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟施設部湯沸室排水管取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		10/25/10		0		0		359100		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員会館顧問室ルームエアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		11/1/10		0		0		273000		（株）楠原管工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館市水揚水ポンプユニット取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		11/15/10		0		0		997500		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研化学実験棟給湯室排水管取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		11/25/10		0		0		69300		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ物理第１低温棟北側屋外消火栓箱取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		12/1/10		0		0		819000		日新設備（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館ポンプ室給水(市水)管・止水弁取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		12/21/10		0		0		94500		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ特高変電棟脇屋外消火配管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		12/27/10		0		0		162750		東洋プラント工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳエネセン市水ポンプ室市水可変速ポンプ盤整備		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		2/1/11		0		0		388500		（株）日立産機システム　筑波サービスステーション

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館たて樋補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		10/27/10		0		0		987000		東康建設工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館地下通路間仕切壁取設工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		1/27/11		0		0		336000		東康建設工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館除湿器取設工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		9/14/10		0		0		207900		菊地設備工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海）１号館便所水栓取替工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		11/1/10		0		0		71610		菊地設備工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海）１号館地下機械室１換気工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		12/15/10		0		0		199500		菊地設備工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館等電話設備改修		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		5/13/10		0		0		30450		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階人事労務課事務室等電気設備改修		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		5/20/10		0		0		221550		（株）須藤電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階資産マネジメント室等電話設備改修工事		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		7/8/10		0		0		138600		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階財務部事務室電気設備改修工事		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		7/9/10		0		0		193200		（株）須藤電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階女子休憩室前倉庫シリンダー交換工事		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		12/27/10		0		0		13650		つくばキーセンター　澤邉久輝

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研4号館302室等電話設備改修工事		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		12/20/10		0		0		44100		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研財務部事務室電話設備改修工事		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		3/10/11		0		0		78750		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研車庫東側更衣室電気温水器取替工事		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		3/25/11		0		0		871500		（有）佐藤管理工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目705-201宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/6/10		0		0		6825		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-1207宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/6/10		0		0		536025		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-401宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/19/10		0		0		308700		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-1208宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/6/10		0		0		496650		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目803-303宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/6/10		0		0		72450		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-201宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/6/10		0		0		390600		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201　ボイラー室ドア補修		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/9/10		0		0		40950		赤塚工業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目811-4宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/15/10		0		0		10500		赤塚工業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805号棟201号室浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/1/10		0		0		63420		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目807-505宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/21/10		0		0		11970		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目704-202宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/16/10		0		0		157500		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目宿舎704-202風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/22/10		0		0		13965		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805号棟808号室浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/8/10		0		0		63420		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805号棟808号室風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/8/10		0		0		139230		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805号棟1208号室風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/6/10		0		0		139230		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805号棟1208号室浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/6/10		0		0		63420		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805号棟1207号室浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/6/10		0		0		63420		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目住宅201号棟受水槽補給水管漏水修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/12/10		0		0		58800		カンキ工業（有）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目住宅701号棟102室洗面器給水管他修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/12/10		0		0		84000		カンキ工業（有）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎806-108排気トップ取替		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/12/10		0		0		34545		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-607宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/14/10		0		0		38850		赤塚工業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805-403排気トップ取替及び風呂釜取付・取外		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/14/10		0		0		44751		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805-403風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/19/10		0		0		18553		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目701-201宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/22/10		0		0		30975		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-603宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/19/10		0		0		90300		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目705-101宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/7/10		0		0		39690		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目703-201宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/4/10		0		0		15750		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎801-404風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/2/10		0		0		27961		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎806-701風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/3/10		0		0		27993		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎801-201排気トップ補修		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/17/10		0		0		8610		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎806-303排気トップ補修		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/3/10		0		0		8610		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目803-404宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/28/10		0		0		16695		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目801-203宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/7/10		0		0		12075		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-1004宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/21/10		0		0		61005		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-807宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/31/10		0		0		451080		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-1003宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/19/10		0		0		166215		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-602宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/27/10		0		0		4725		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目701-202宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/30/10		0		0		576345		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目704-101宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/15/10		0		0		39690		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎807号棟702号室風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/4/10		0		0		139230		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎803号棟404号室風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/10/10		0		0		129150		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805号棟807号室風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/4/10		0		0		139230		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎803号棟404号室浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/10/10		0		0		63420		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目職員宿舎801-401洗面化粧台（キャビネット）取替補修		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/8/10		0		0		28980		（株）司電工

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎807号棟107号室風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/21/10		0		0		139230		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805-805風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/28/10		0		0		27993		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-1001宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/27/10		0		0		43470		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-408宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/7/10		0		0		257880		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目807-702宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/2/10		0		0		270690		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目807-107宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/14/10		0		0		278775		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-306宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/7/10		0		0		31500		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-105宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/7/10		0		0		95970		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805-401風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/8/10		0		0		19603		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-1202宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/2/10		0		0		86625		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目801-204宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/20/10		0		0		16380		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目802-404宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/22/10		0		0		15750		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目住宅805棟避雷設備他改修工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/29/10		0		0		180600		入江電気工事（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目職員宿舎701-201台所換気扇（レンジフード）取替補修		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/12/10		0		0		95970		（株）司電工

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎803号棟103号室風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/30/10		0		0		129150		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎803号棟103号室浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/30/10		0		0		63420		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目803-103宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/14/10		0		0		105525		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目804-103宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/9/10		0		0		140910		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目804-404宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/17/10		0		0		133035		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-702宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/20/10		0		0		37275		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目803-404宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/24/10		0		0		19950		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目807-510宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/17/10		0		0		444150		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805棟宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/7/10		0		0		69510		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎806号棟709号室風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/23/10		0		0		139230		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎807-105風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/27/10		0		0		19603		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-810宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/3/10		0		0		11340		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目803-103宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/17/10		0		0		52290		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎806-303風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/17/10		0		0		17062		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-608宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/1/10		0		0		334215		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目807-510宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/1/10		0		0		58800		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目806-706宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/1/10		0		0		26250		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目806-710宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/27/10		0		0		25095		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-318宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/10/10		0		0		5250		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-1202宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/8/10		0		0		275100		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目803-103宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/30/10		0		0		22995		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目806-703宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/21/10		0		0		51240		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目804宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/14/10		0		0		63840		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎805号棟EV機械室屋上防水改修工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/27/10		0		0		593250		（株）塚本建装

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎806号棟703号室風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/30/10		0		0		139230		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805号棟608号室浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/16/10		0		0		83916		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目807-110宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/3/10		0		0		42787		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805号棟1202号室風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/10/10		0		0		139230		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-206宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/2/10		0		0		11550		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目811-8宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/6/10		0		0		41580		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎807-506排気トップ取替及び風呂釜取付・取外		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/7/10		0		0		44751		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目801-301宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		10/12/10		0		0		27720		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805-1203風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		10/20/10		0		0		29043		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-208宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		10/26/10		0		0		242130		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目703-201宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		10/29/10		0		0		58590		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-804宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/11/10		0		0		326550		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805-804浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/11/10		0		0		63420		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805-809風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/15/10		0		0		139230		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎807-508風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/22/10		0		0		40992		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎803-402風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/15/10		0		0		40992		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目706-101宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/30/10		0		0		12390		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目811-2宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		10/26/10		0		0		108465		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目住宅805号棟揚水ポンプ用電源ケーブル取替その他工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/1/10		0		0		474600		カンキ工業（有）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目宿舎706-101給湯器修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/8/10		0		0		39690		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目806-706宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/22/10		0		0		22260		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目701-102宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/20/10		0		0		21525		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目住宅807号棟他給水管改修工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/1/10		0		0		756000		カンキ工業（有）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎804-202風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/28/10		0		0		33663		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目705-102宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/12/11		0		0		18900		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目705-102宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/14/11		0		0		21420		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目803号棟宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/13/11		0		0		39690		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-607宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/7/11		0		0		339150		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-802宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/14/10		0		0		40215		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-810宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/7/11		0		0		429345		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎801-201風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/14/11		0		0		19603		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805-1210風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/5/11		0		0		19603		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805-810浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/17/11		0		0		63420		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805-810風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/17/11		0		0		139230		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805-408風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/12/11		0		0		139230		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎807棟7階EVホール照明器具取替		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/19/11		0		0		66780		（株）司電工

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805-402風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/28/11		0		0		19603		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805-410風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/7/11		0		0		29011		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎807-301風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/1/11		0		0		19603		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目724号棟宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/3/11		0		0		316260		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目806号棟宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/9/11		0		0		39690		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目811号棟宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/10/11		0		0		95760		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎801-203風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/14/11		0		0		14910		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎807-310風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/31/11		0		0		139230		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎807-310浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/31/11		0		0		63420		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎802-203浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/31/11		0		0		63420		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目宿舎706-101給湯器交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/7/11		0		0		312900		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805-407風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/10/11		0		0		19603		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目802-104宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/24/10		0		0		190680		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目807-310宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/27/10		0		0		484470		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目806-303宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/7/11		0		0		61393		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目802-204宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/4/11		0		0		202419		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目807-301宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/4/11		0		0		11550		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎802-301風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/25/11		0		0		129150		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎802-203風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/31/11		0		0		129150		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎802-204浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/22/11		0		0		63420		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目806-309宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/24/10		0		0		18900		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目807-302宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/24/10		0		0		5250		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-617宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/24/11		0		0		21000		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目806-710宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/4/11		0		0		23100		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎801-104浴室照明器具取替補修		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/3/11		0		0		11970		（株）司電工

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目宿舎718-1台所天井照明器具取替補修		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/3/11		0		0		14700		（株）司電工

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805号棟603号室宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/11/11		0		0		6930		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎805号棟玄関扉調整工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/11/11		0		0		120750		（株）近藤工務店

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目806-101宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/7/11		0		0		336525		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-203宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/24/10		0		0		339675		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-105宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/24/10		0		0		8400		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-606宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/24/10		0		0		136920		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目802-203宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/27/10		0		0		355950		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-214宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/22/11		0		0		34650		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-317宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/24/11		0		0		19425		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目807-501宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/16/11		0		0		220027		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-405宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/2/11		0		0		42000		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目811-7宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/27/10		0		0		55650		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-717宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/7/11		0		0		23520		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目803宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/7/11		0		0		11550		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-402宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/4/11		0		0		308700		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-512宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/7/11		0		0		100170		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-403宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/7/11		0		0		11550		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-716宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/18/11		0		0		95550		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎801-304風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/24/11		0		0		19603		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎802-104浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/3/11		0		0		63420		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805-203浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/24/11		0		0		63420		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805-805風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/14/11		0		0		164955		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目住宅805棟火災報知設備用プルボックス改修工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/18/11		0		0		136500		（有）信濃電設

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目801～804号棟屋外給水管漏水修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/15/11		0		0		567000		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎801-104風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/3/11		0		0		20265		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		太田団地A棟303号室ガス機器修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/2/10		0		0		16695		茨城日化サービス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		太田団地A棟103号室流し台排水管補修　一式		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/27/10		0		0		31500		（株）アセンド

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		太田団地宿舎営繕工事（A棟201・301・302号室）		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/27/10		0		0		740250		東康建設工業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		浴室リモコン修理　（太田団地Ａ棟301号室）		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		11/2/10		0		0		12600		帝石プロパンガス（株）東海CS

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻住宅８０５，８０６号棟連結送水管改修		運交金-管理局-特別経費-職員宿舎消防設備修繕		8/25/10		0		0		2929500		カンキ工業（有）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻住宅805、806号棟連結送水管放水口取替工事		運交金-管理局-特別経費-職員宿舎消防設備修繕		9/3/10		0		0		985950		カンキ工業（有）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目住宅805号棟揚水ポンプ制御盤修理		運交金-管理局-特別経費-職員宿舎給水ポンプ交換		6/25/10		0		0		672000		カンキ工業（有）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館便所照明設備改修工事		運交金-機構共通-東海運営費(基盤)-共通		1/25/11		0		0		235200		(有)菊田電気工事

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館出入口他建具補修工事		運交金-機構共通-東海運営費(基盤)-共通		2/2/11		0		0		133350		（株）日立アルミ

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館他建具改修工事		運交金-機構共通-東海運営費(基盤)-共通		3/25/11		0		0		913500		東康建設工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟等ガラスフィルム貼付工事		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		7/21/10		0		0		1241730		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２低温棟廊下電灯設備改修		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		7/16/10		0		0		525000		メイデン（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２低温棟研究室等蛍光灯取替工事		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		11/15/10		0		0		917700		メイデン（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟等便所他電灯設備改修工事		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		10/18/10		0		0		987000		(有)菊田電気工事

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階ホール等電灯設備改修工事		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		12/3/10		0		0		2016000		（有）森田電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研南実験準備棟等給湯室他電灯設備改修工事		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		12/1/10		0		0		455700		(有)菊田電気工事

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波変電所受変電設備塗装工事		運交金-施設部-運転-電気		1/21/11		0		0		976500		美野里塗防工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波変電所進相コンデンサ等塗装工事		運交金-施設部-運転-電気		12/21/10		0		0		955500		美野里塗防工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中央変電所碍子洗浄装置配管改修工事		運交金-施設部-運転-電気		12/8/10		0		0		275100		（有）佐藤管理工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中央変電所等圧縮空気発生装置減圧弁部品取替その他工事		運交金-施設部-運転-電気		8/27/10		0		0		714000		東芝電機サービス(株)

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導･低温･真空実験棟実験冷却水密閉式冷却塔整備		運交金-加三・四-B運転-ＫＥＫＢ共通		5/19/10		0		0		787500		（株）荏原シンワ

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導リニアック試験施設棟高所照明設備改修		運交金-先端-先端加速器(基盤)-STF基盤		5/11/10		0		0		109200		（株）須藤電気商会

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導低温真空実験棟実験室入口建具補修		運交金-加一・二-研究施設費（加一・二）-加一・二系共通		5/21/10		0		0		98700		鈴木ガラス

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子用電子入射器棟１階電子銃室床面補修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-加速管２		8/9/10		0		0		234150		（有）ケミカ

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟休憩室空調機取替		運交金-施設部-運転-機械		6/18/10		0		0		447300		カンキ工業（有）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟設備コントロール室等蛍光灯取替工事		運交金-施設部-運転-電気		9/17/10		0		0		224700		メイデン（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟等照明設備改修工事		運交金-施設部-運転-電気		11/25/10		0		0		987000		（有）森田電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟放射線モニター用電源取設		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費(一次ライン)		5/24/10		0		0		126000		（株）須藤電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟廃液水送水ポンプ自動制御盤改造工事		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費(二次ライン)		10/19/10		0		0		346500		（株）サンプラント

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟DPタンク廻り配管改造工事		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費(二次ライン)		11/2/10		0		0		623700		（株）サンプラント

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟機械室バッファタンク用電源取設工事		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費(共通)		1/24/11		0		0		446250		西山電気（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール照明器具等移設その他		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		5/11/10		0		0		45150		西山電気（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研4号館302室等電話設備改修工事		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		12/20/10		0		0		28350		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）物質・生命科学ミュオン実験施設実験盤改修工事		運交金-J-PARC-ミュオン実験(大強度)-物件費		9/16/10		0		0		441000		（株）国分電気

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		みの内住宅D-1水道修理工事　一式		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/6/10		0		0		137970		八興（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		みの内住宅B-2給湯配管修理工事　一式		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		5/6/10		0		0		32340		八興（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		みの内住宅A-7トイレ水漏れ修理		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		6/11/10		0		0		25620		八興（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）２号館大会議室空調機修理		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		9/14/10		0		0		39900		日本空調サービス（株）筑波支店

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		みの内住宅A-1給湯加圧ポンプ他修理		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		11/2/10		0		0		22680		八興（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）太田団地B棟階段照明用タイマー交換作業		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		11/18/10		0		0		15330		金沢産業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）２号館11・12号室空調機（ACP-11）他修理		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		3/25/11		0		0		451500		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）第２搬入棟等舗装陥没部補修工事		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-建築		7/23/10		0		0		1260000		東康建設工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟等エレベーターバッテリー取替		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		5/10/10		0		0		151200		東芝エレベータ（株）東関東支社

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ﾆｭｰﾄﾘﾉﾀｰｹﾞｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ棟階段照明取替工事		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		10/1/10		0		0		142800		（株）関電工　茨城支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟階段照明改修工事		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		1/21/11		0		0		577500		（株）関電工　茨城支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟テレビ共同受信設備改修工事		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		1/13/11		0		0		108360		金沢産業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟屋外埋設照明改修工事		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		1/25/11		0		0		281400		(有)菊田電気工事

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第２機械棟冷却塔（M2-1-10)下部水槽漏水修理		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		11/29/10		0		0		126000		空研工業（株）東京支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）器材収納庫床補修工事		運交金-J-PARC-J運営費(基盤)-共通		8/30/10		0		0		787500		東康建設工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）2号館給湯器修理		運交金-J-PARC-J運営費(基盤)-共通		10/19/10		0		0		42000		（株）エレミック

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）1号館地階実験室照明設備改修工事		運交金-J-PARC-J運営費(基盤)-共通		10/21/10		0		0		420000		金沢産業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟１階浴室シャワースライドバー修理		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		4/5/10		0		0		46200		（株）近藤工務店

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設1号棟網戸張替		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		6/2/10		0		0		336000		ツクバメンテナンス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設A号棟201号室他3室内装改修工事		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		6/4/10		0		0		823200		（株）塚本建装

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設B・Ｃ号棟ＰＣ板補修工事		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		6/8/10		0		0		346500		株木建設（株）茨城本店

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ａ号棟102号室シャワーユニット壁タイル補修その他		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		6/1/10		0		0		65100		（株）岡野工務店

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設C号棟屋上防水押えコンクリート補修		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		6/29/10		0		0		462000		興和建業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ａ号棟201号室ユニットバストイレレバー補修		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		7/2/10		0		0		14700		（株）岡野工務店

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設共用棟他シャワー用水栓取替その他		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		7/20/10		0		0		128888		（株）エムエス　つくば営業所

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設4号棟3F女子トイレ換気扇修理その他		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		5/25/10		0		0		45675		高橋興業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設エキスパンションジョイント部シール打替他工事		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		8/10/10		0		0		52500		（株）近藤工務店

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設1号棟303号室ガラス取替		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		8/25/10		0		0		16800		中島ガラス建材　中島豊

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設2号棟１階浴室シャワーヘッド取替		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		9/16/10		0		0		10080		（有）佐藤管理工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設共用棟シャワー室ガス給湯器取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		10/14/10		0		0		231000		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設A号棟換気扇フード取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		10/20/10		0		0		136500		美野里塗防工業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設共用棟補食室流し台排水漏水修理その他		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		11/15/10		0		0		44100		高橋興業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ａ号棟アルミ製建具補修工事		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		11/22/10		0		0		151200		鈴木ガラス

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設1号棟1階小浴室シャワーホース取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		11/19/10		0		0		10080		（有）佐藤管理工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１・２号棟浴室脱衣所床改修その他工事		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		12/8/10		0		0		367500		（株）近藤工務店

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設共用棟シャワー用部品取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		11/16/10		0		0		52500		（株）エムエス　つくば営業所

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設４号棟補食室ミニキッチン改修工事		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		1/17/11		0		0		55440		（株）塚本建装

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設４号棟２０１室子鍵作成		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		1/24/11		0		0		3255		つくばキーセンター　澤邉久輝

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設3号棟補食室流し台水栓取替その他工事		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		12/27/10		0		0		207900		（有）佐藤管理工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟渡り廊下網戸補修工事		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		12/13/10		0		0		58800		ツクバメンテナンス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設3号棟各室混合栓修理その他		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		2/1/11		0		0		171150		高橋興業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ外国人研究員等宿泊施設Ａ棟101室水栓取替その他工事		収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費		2/10/11		0		0		77490		（有）佐藤管理工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高ｴﾈ研共同利用研究者宿泊施設共用棟駐輪場取設その他工事		収見合-機構共通-宿泊運営-設備等更新・改修費		10/1/10		0		0		163800		（株）近藤工務店

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ｂ棟101号室他ユニットバス内手洗器混合水栓取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営-設備等更新・改修費		10/22/10		0		0		218400		（有）佐藤管理工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設4号棟3F女子トイレ洗浄便座取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営-設備等更新・改修費		10/22/10		0		0		84000		（有）佐藤管理工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ａ号棟等駐輪場塗装その他工事		収見合-機構共通-宿泊運営-設備等更新・改修費		10/28/10		0		0		231000		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター配線ダクト取設		収見合-機構共通-広報室経費-広報室		7/20/10		0		0		367500		（有）信濃電設

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階女子更衣室改修		収見合-機構共通-特別経費-男女共同参画室設置経費		5/20/10		0		0		220500		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟顧問室改修電気設備工事		収見合-機構共通-特別経費-男女共同参画室設置経費		9/17/10		0		0		333900		メイデン（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研D10電源棟等外壁シーリング打ち替えその他工事		収見合-機構共通-特別経費-共同利用宿泊施設改修・整備		8/12/10		0		0		2190300		美野里塗防工業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ａ号棟102,202,302号室ユニットバス入替工事		収見合-機構共通-特別経費-共同利用宿泊施設改修・整備		12/21/10		0		0		1953000		（株）近藤工務店

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		太田団地宿舎営繕工事（Ｂ棟２０１，２０２号室）		収見合-J-PARC-特別経費-東海宿泊施設用什器備品		9/13/10		0		0		997500		東康建設工業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		太田団地宿舎営繕工事（Ｂ棟２０３、２０４号室）		収見合-J-PARC-特別経費-東海宿泊施設用什器備品		9/28/10		0		0		640500		東康建設工業（株）

		P		①		付設備		高エネ研電子陽電子入射器棟第３スイッチヤード電源室エアコン取設工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通２		8/6/10		0		0		997500		（株）サマリヤエンジニアリング

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館１階女子便所洋式便器改修工事		受託研費-機構共通-間接・特別経費-３号館１階和式トイレ改修経費		12/20/10		0		0		498750		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研体育館バスケットゴール修理その他工事		受託研費-機構共通-間接・特別経費-福利厚生施設備品整備費		1/21/11		0		0		663600		（株）ナガヤマスポーツ

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟等照明設備改修その他		運交金-施設部-運転-電気		7/15/10		0		0		972300		（有）森田電気商会

		P		①		付設備		高エネ研Belleテント倉庫用電源幹線敷設工事		運交金-素核研-Belle(基盤)-物件費(測定器構造体)		8/16/10		0		0		1722000		（株）須藤電気商会

		P		①		付設備		高エネ研S-101電気室配線用遮断機増設その他工事		運交金-素核研-Belle(基盤)-物件費(測定器構造体)		8/6/10		0		0		865200		（株）協和エレックス

		P		①		付設備		高エネ研テントハウス内分電盤及びコンセント取付け		運交金-素核研-Belle(基盤)-物件費(測定器構造体)		1/15/11		0		0		525000		高江電設（有）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研東カウンターホール屋根板金補修工事		運交金-加七-次世代光源(PF)-放射線		11/2/10		0		0		315000		興和建業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研東カウンターホール自動火災報知設備幹線ケーブル引替工事		運交金-加七-次世代光源(PF)-放射線		12/2/10		0		0		271950		（株）三友　（サンユウ）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研東カウンターホール実験ホール塗床改修工事		運交金-加七-次世代光源(PF)-放射線		2/4/11		0		0		1554000		古谷建設（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研東カウンターホール実験準備室4間仕切取設その他工事		運交金-加七-次世代光源(PF)-放射線		11/1/10		0		0		76650		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研計算機南棟計算機室空調改修工事		運交金-計算セ-電子計算機経費-施設整備		11/19/10		0		0		5191200		山田空調設備（株）

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研第１工作棟西側切粉置場シャッター取設工事		運交金-機工セ-工作工場経費-機械系保守		12/21/10		0		0		792540		（有）海老原鉄工所

		P		①		付設備		高エネ研東カウンターホール実験準備室4間仕切取設その他工事		運交金-加七-次世代光源(PF)-放射線		11/1/10		0		0		658350		（株）近藤工務店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研東カウンターホール実験盤（EX-ERL-02-1等）改修		運交金-先端-次世代光源(基盤)-RF電源部		7/7/10		0		0		268800		（有）ニチデン

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研東カウンターホール配線ピット漏水対策工事		運交金-加七-次世代光源(PF)-放射線		5/21/10		0		0		357000		飛島建設（株）首都圏建築支店

		P		①		消耗品		高エネ研東カウンターホール湧水ポンプ取設工事		運交金-加七-次世代光源(PF)-放射線		11/16/10		0		0		186900		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研PSエネルギーセンター等排水ポンプ盤他電源改修		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		4/7/10		0		0		966000		（株）協和エレックス

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研PSエネルギーセンター中央監視用光ケーブル改修		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		4/28/10		0		0		997500		（株）協和エレックス

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研研究本館軒下灯その他改修		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		4/7/10		0		0		588000		大島電気（株）

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研インフォメーションセンター防災監視装置画面更新工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		9/1/10		0		0		987000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研東カウンターホール共同溝内排水ポンプ取替		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		4/20/10		0		0		997500		日新設備（株）

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研計算機南棟１５７室エアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		10/13/10		0		0		987000		山田空調設備（株）

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研３号館ルームエアコン取替		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		6/28/10		0		0		2499000		東洋プラント工業（株）

		-		①		付設備		高エネ研吾妻2丁目住宅805号棟揚水ポンプ取替		運交金-管理局-特別経費-職員宿舎給水ポンプ交換		5/12/10		0		0		997500		カンキ工業（有）

		-		①		付設備		【資産振替】高エネ研4丁目201号棟給湯設備改修工事		運交金-管理局-特別経費-職員宿舎個別ガス給湯器設置経費		3/31/11		0		0		19623450

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研３号館会議室パッケージ形空調機取替		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		8/3/10		0		0		1365000		（有）アクアテクノ

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研管理棟研究協力部等パッケージ形空調機取替工事		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		10/1/10		0		0		2461200		山田空調設備（株）

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研管理棟ホール太陽光発電表示装置取設工事		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		12/1/10		0		0		525000		大成設備（株）

		P		①		付設備		【資産振替】高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟空調用自動制御盤他移設工事		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費(二次ライン)		11/11/10		0		0		25593750		（株）サンプラント

		P		①		付設備		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟機械基礎工事		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費(二次ライン)		11/4/10		0		0		997500		東康建設工業（株）

		P		①		付設備		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟電磁石盤ブレーカー取設工事		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費(ν生成)		7/15/10		0		0		552300		（株）国分電機

		P		①		付設備		高エネ研（東海）ターゲットステーション用チラー信号線接続工事		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費(共通)		2/22/11		0		0		840000		日本電技（株）つくば支店

		P		①		付設備		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール管理排水ポンプ設置工事		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		5/20/10		0		0		798000		（株）シミズ空調サービス

		P		①		付設備		高エネ研（東海）物質・生命科学ミュオン実験施設実験盤取設工事		運交金-J-PARC-ミュオン実験(大強度)-物件費		3/25/11		0		0		8316000		金沢産業（株）

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研（東海）ＭＲ第２機械棟純水冷却水ポンプ取設		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		4/1/10		0		0		28875000		高砂熱学工業（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟等量水器取設		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		7/1/10		0		0		621075		（株）シミズ空調サービス

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研特高マンホール排水ポンプ取替その他工事		運交金-施設部-運転-電気		7/30/10		0		0		182700		（有）信濃電設

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研管理棟顧問室改修機械設備工事		収見合-機構共通-特別経費-男女共同参画室設置経費		8/11/10		0		0		1081500		（株）楠原管工業

		-		①		付設備		高エネ研外国人研究員等宿泊施設A号棟101,201,301号室ユニットバス入替工事		収見合-機構共通-特別経費-共同利用宿泊施設改修・整備		10/12/10		0		0		1666350		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研（東海）１号館換気設備工事		収見合-機構共通-特別経費-東海１号館高湿度対策経費		3/25/11		0		0		805350		菊地設備工業（株）

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研（東海）１号館２・３階コモンスペース空調設備工事		収見合-機構共通-特別経費-東海１号館高湿度対策経費		3/25/11		0		0		1173900		菊地設備工業（株）

		-		①		付設備		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設量水器取付工事		収見合-J-PARC-特別経費-東海宿泊施設用什器備品		2/1/11		0		0		518700		㈱タケムラ

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光機械棟給水管取替その他工事		運交金-施設部-運転-機械		10/18/10		0		0		336000		（株）楠原管工業

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研体育館シャワー室排風機取替工事		雑収入-機構共通-間接・特別経費-福利厚生施設備品整備費		3/25/11		0		0		843150		（有）佐藤管理工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光機械棟空気調和機(NM-AC-2)他整備		運交金-施設部-運転-機械		5/11/10		0		0		868980		（株）東洋製作所筑波営業所

		P		①		消耗品		高エネ研日光実験棟ミーティングルーム間仕切壁取設工事		運交金-加三・四-B運転-ＫＥＫＢ共通		10/18/10		0		0		346500		（株）塚本建装

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟天井クレーン（５０／１０ｔ）用無線機交換		運交金-施設部-運転-機械		7/26/10		0		0		3622500		IHI運搬機械（株）

		P		①		その他修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟入出管理室電話設備移設		運交金-J-PARC-放射線（大強度）-一般安全(物件費)		6/24/10		0		0		23100		金沢産業（株）

		長 チョウ		①		移設撤去		高エネ研４号館３階共同利用室間仕切壁改修工事		運交金-素核研-特別経費-4号館居室整備経費		2/9/11		0		0		504000		（株）近藤工務店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士機械棟Ｒ－２メカニカルシール取替		運交金-施設部-運転-機械		8/25/10		0		0		829500		（株）前川製作所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館等電話設備改修		運交金-物副（つくば）-PF共通経費-ＰＦ共通		5/13/10		0		0		30450		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館等電話設備改修		運交金-加五-研究施設費(加五)-加五系共通		5/13/10		0		0		14700		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士機械棟Ｒ－２高圧給液電磁弁交換		運交金-施設部-運転-機械		6/2/10		0		0		262500		（株）前川製作所

		長 チョウ		①		移設撤去		高エネ研計算機北棟第２マシン室空調機移設その他工事		運交金-計算セ-電子計算機経費-共通経費		3/25/11		0		0		6195000		五建工業(株)

		長 チョウ		①		移設撤去		高エネ研ＰＳエネセン市水ポンプテスト管撤去工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		9/1/10		0		0		258300		カンキ工業（有）

		-		①		移設撤去		高エネ研吾妻2丁目宿舎805-203風呂釜移設工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/1/11		0		0		37905		筑波学園ガス（株）

		-		①		移設撤去		【資産振替】高エネ研4丁目201号棟給湯設備改修工事		運交金-管理局-特別経費-職員宿舎個別ガス給湯器設置経費		3/31/11		0		0		2195550

		長 チョウ		①		移設撤去		高エネ研（東海）東海1号館西側通路上部シート撤去工事		運交金-機構共通-東海運営費(基盤)-共通		8/11/10		0		0		236250		東康建設工業（株）

		P		①		移設撤去		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟中央監視制御設備改修工事		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費(二次ライン)		7/14/10		0		0		1475250		（株）関電工　茨城支店

		P		①		移設撤去		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟空調用自動制御盤他移設工事		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費(二次ライン)		7/13/10		0		0		13781250		（株）サンプラント

		長 チョウ		①		移設撤去		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟DPタンク廃液中和作業他		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		7/12/10		0		0		19750		（株）アトックス　東海営業所

		-		①		移設撤去		高エネ研外国人研究員等宿泊施設A号棟101,201,301号室ユニットバス入替工事		収見合-機構共通-特別経費-共同利用宿泊施設改修・整備		10/12/10		0		0		286650		（株）近藤工務店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士機械棟等空調用温度・湿度センサ－取替工事		運交金-施設部-運転-機械		2/2/11		0		0		964950		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士機械棟排水ポンプ制御盤(WT-CP-1)修理		運交金-施設部-運転-機械		4/28/10		0		0		84000		（株）東邦製作所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟Ｂ４階排水ポンプ（FJ-DP-3-2）取替工事		運交金-施設部-運転-機械		11/1/10		0		0		420000		カンキ工業（有）

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研２号館１階会議室等コンセント取設工事		運交金-加施設長-加速器共通(基盤)-加速器共通		1/14/11		0		0		132300		メイデン（株）

		長 チョウ		①		備品費		高エネ研東カウンターホールエレベーターピット等湧水ポンプ取設		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		4/20/10		0		0		488775		日新設備（株）

		長 チョウ		①		備品費		高エネ研管理棟計算機室用電源切替開閉器盤取付工事		運交金-管理局-管理運営費-事務電算		11/17/10		0		0		385350		（有）信濃電設

		長 チョウ		①		備品費		高エネ研（東海）１号館自動販売機コーナー入退室管理設備取設工事		運交金-機構共通-東海運営費(基盤)-共通		3/25/11		0		0		485100		中央電子（株）筑波営業所

		長 チョウ		①		備品費		高エネ研管理棟機構長室ルームエアコン取替工事		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		10/20/10		0		0		871500		日本空調サービス（株）筑波支店

		-		①		備品費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設電話用配線取設工事		収見合-J-PARC-特別経費-東海宿泊施設用什器備品		12/9/10		0		0		220500		向陽電気工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研　雨水桝・排水管清掃工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		10/1/10		0		0		727650		(株)カタオカエンジニアリング

		P		①		消耗品		高エネ研４号館３階網戸取設工事		運交金-素核研-素核研共通(基盤)-物件費		12/10/10		0		0		336000		ツクバメンテナンス（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高ｴﾈ研1号館湯沸室浄水器用水栓取設		運交金-加施設長-事務室経費-事務室		4/20/10		0		0		52500		関彰エンジニアリング（株）

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研１号館２階コモンスペースエアコン取設		運交金-加施設長-加速器共通(基盤)-加速器共通		12/15/10		0		0		598500		関彰エンジニアリング（株）

		長 チョウ		①		移設撤去		高エネ研１号館２階コモンスペースエアコン取設		運交金-加施設長-加速器共通(基盤)-加速器共通		12/15/10		0		0		31500		関彰エンジニアリング（株）

		長 チョウ		①		他委託		高ｴﾈ研1号館219室他ﾙｰﾑｴｱｺﾝ取設		運交金-加施設長-加速器共通(基盤)-加速器共通		7/1/10		0		0		231000		関彰エンジニアリング（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研1号館１階談話室照明設備改修工事		運交金-加施設長-加速器共通(基盤)-加速器共通		11/10/10		0		0		75600		大島電気（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟屋外冷水エア抜き弁取替工事		運交金-施設部-運転-機械		2/17/11		0		0		283500		（株）楠原管工業

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研放射線管理棟風除室電気錠取設工事		運交金-放射セ-研究施設（放射線）-放射線安全		10/12/10		0		0		195300		つくばキーセンター　澤邉久輝

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研職員会館2階大集会室情報コンセント取設工事		運交金-計算セ-電子計算機経費-ネットワーク関連		12/17/10		0		0		51450		（株）須藤電気商会

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟空調機用空気式三方電磁弁取替他工事		運交金-施設部-運転-機械		9/21/10		0		0		568050		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研東カウンターホール電気室給気ガラリフィルター他取設工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		8/2/10		0		0		656250		飯村電設（株）

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研PF光源棟BL-1等火災報知設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		11/10/10		56700		0		0		能美防災(株) 茨城支社

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研PF光源棟BL-1等火災報知設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		11/10/10		0		0		56700		能美防災(株) 茨城支社

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研サブ変電所S-4等ドアガラリフィルター取設工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		1/5/11		0		0		424200		飯村電設（株）

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研ＰＳ特高変電所２階トイレ他防鳥網付フード取付工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		11/19/10		0		0		291900		東洋プラント工業（株）

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研（東海）ターゲットステーション棟仮設橋取設工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		3/24/11		0		0		126000		東康建設工業（株）

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研（東海）ダンパー用感知器取設工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		10/5/10		0		0		219450		能美防災(株) 茨城支社

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研（東海）１号館地下１階除湿機用電源取設工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		9/14/10		0		0		210000		金沢産業（株）

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研（東海）高圧受変電所外部照明取設工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		2/24/11		0		0		75390		金沢産業（株）

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研研究本館１階会議室３その他室名札取替工事		運交金-管理局-管理運営費-消耗品費		10/4/10		0		0		59850		いーむらーと

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研職員会館２階顧問室室名札取設工事		運交金-管理局-管理運営費-消耗品費		12/27/10		0		0		32550		いーむらーと

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研職員会館1階レストラン冷蔵ショーケース用動力コンセント取設工事		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		10/15/10		0		0		70350		メイデン（株）

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研管理棟１階計算機室ＰＤ盤下地設置工事		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		12/9/10		0		0		13650		(株）共進工業

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研２号館１階会議室等コンセント取設工事		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		1/14/11		0		0		53550		メイデン（株）

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研管理棟１階計算機室空調機用電源取設工事		運交金-管理局-管理運営費-事務電算		7/27/10		0		0		67200		（有）信濃電設

		-		①		消耗品		高エネ研吾妻4丁目住宅201棟等消火器取替その他工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/10/10		0		0		211050		能美防災（株）土浦営業所　(物品・役務）

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研(東海)１号館男子便所洗浄便座取替工事		運交金-機構共通-東海運営費(基盤)-共通		12/28/10		0		0		269850		日本空調サービス（株）筑波支店

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研（東海）１号館エレベーターホール情報通信設備取設工事		運交金-機構共通-東海運営費(基盤)-共通		2/16/11		0		0		101850		金沢産業（株）

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研ＰＦ研究棟等ガラスフィルム貼付工事		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		7/21/10		0		0		459270		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研４号館１・２階網戸取設工事		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		9/21/10		0		0		1396500		ツクバメンテナンス（株）

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研国際交流センターユーザーズオフィス網戸取設工事		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		1/25/11		0		0		145950		ツクバメンテナンス（株）

		P		①		消耗品		高エネ研（東海）ハドロン入出管理棟屋外コンセント取設工事		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費(実験室設備)		7/14/10		0		0		61950		西山電気（株）

		P		①		消耗品		高エネ研（東海）ハドロンＫ１．１ＢＲコンテナ火災報知設備他取設工事		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費(実験室設備)		10/19/10		0		0		392700		西山電気（株）

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研（東海）中央制御棟中央監視用プリンターコントローラボード他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		1/27/11		0		0		169050		リコージャパン（株）関東事業本部茨城支社LA営業部（東海）

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研（東海）中央制御棟等PHS配線取設工事		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		9/15/10		0		0		315000		金沢産業（株）

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研（東海）ニュートリノ第１設備棟等火災報知設備取設工事		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		3/25/11		0		0		586950		西山電気（株）

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟等屋外投光器取設工事		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		3/25/11		0		0		716100		（株）須藤電気商会

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟市水量水器取替工事		運交金-施設部-運転-機械		8/12/10		0		0		769650		東洋プラント工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟天井クレーン（７０／１５ｔ）整備		運交金-施設部-運転-機械		8/6/10		0		0		357000		（株）日立プラントテクノロジー　クレーンシステム営業本部

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研MR・9SM5補助機械棟配管架台下部有刺鉄線張り工事		収見合-機構共通-特別経費-発生材置場新増設工事経費		1/7/11		0		0		187950		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研西側敷地境界配管架台下部有刺鉄線張り工事		収見合-機構共通-特別経費-発生材置場新増設工事経費		12/20/10		0		0		144900		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研（東海）1号館2・3階コモンスペース空調用電源取設工事		収見合-機構共通-特別経費-東海１号館高湿度対策経費		2/8/11		0		0		130200		金沢産業（株）

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研（東海）1号館換気設備用電源取設工事		収見合-機構共通-特別経費-東海１号館高湿度対策経費		2/1/11		0		0		255150		金沢産業（株）

		-		①		消耗品		高エネ研（東海）Ｊ-ＰＡＲＣユーザオフィスＳＤ機用電源工事		収見合-J-PARC-特別経費-東海宿泊施設用什器備品		11/25/10		0		0		152040		金沢産業（株）

		-		①		消耗品		高エネ研（東海）１号館他建具改修工事		収見合-J-PARC-特別経費-東海宿泊施設用什器備品		3/25/11		0		0		84000		東康建設工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホールクレーンリミットスイッチ修理		運交金-施設部-運転-機械		1/14/11		0		0		127890		（株）アトックス　東海営業所

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研（東海）１号館１２２室実験用電源取設工事		共同研-J-PARC-22②13 JST-瀬戸秀紀-工事費		7/15/10		0		0		252000		(有)菊田電気工事

		-		①		消耗品		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設ガラス製防煙垂れ壁取設工事		雑収入-J-PARC-間接・特別経費-東海宿泊施設		12/7/10		0		0		94500		飛島建設（株）首都圏建築支店

				①修繕費合計 シュウゼンヒ ゴウケイ														497,561,146

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＲＮＢ実験準備棟浄化槽維持管理業務		運交金-素核研-短寿命核(研究施設)-物件費(短寿命核)		4/1/10		0		0		21000		富士企業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＭＲ・３ＳＭ1補助機械棟等分散制御室パッケージ形空調機整備		運交金-加三・四-B運転-モニター		10/5/10		0		0		231000		（有）エアリー

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研サブ変電所等点検整備		運交金-施設部-運転-電気		7/5/10		0		0		41160000		（財）関東電気保安協会茨城事業本部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研KEKB地区中央監視装置点検保守		運交金-施設部-運転-電気		7/15/10		0		0		8610000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波・大穂変電所冷凍機送り遮断器操作その他		運交金-施設部-運転-電気		7/13/10		0		0		262500		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備（中央変電所等）点検整備		運交金-施設部-運転-電気		7/12/10		0		0		36330000		東芝電機サービス(株)

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研変電設備定期点検に伴う操作等		運交金-施設部-運転-電気		9/1/10		0		0		945000		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF地区中央監視装置点検保守		運交金-施設部-運転-電気		7/1/10		0		0		3465000		東芝電機サービス(株)

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネルギーセンター等自家発電設備点検整備		運交金-施設部-運転-電気		10/21/10		0		0		3255000		ヤンマーエネルギーシステム（株）東京支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＳ特高変電棟自家発電設備点検整備		運交金-施設部-運転-電気		10/21/10		0		0		2310000		新潟原動機（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備（大穂変電所）点検整備		運交金-施設部-運転-電気		7/12/10		0		0		7413000		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PS変電所等冷却水槽清掃業務		運交金-施設部-運転-電気		10/12/10		0		0		153300		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研Ｓ－５０７実験電力（Ｑ）５１ＧＬ調査その他		運交金-施設部-運転-電気		10/29/10		0		0		614250		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研S-302一般電力盤51GL調査その他		運交金-施設部-運転-電気		2/8/11		0		0		126000		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PS特高変電所等地下タンク貯蔵所漏洩点検		運交金-施設部-運転-電気		3/25/11		0		0		945000		日振工発（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟等スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/10		0		0		4935000		（株）神戸製鋼所機械事業部門圧縮機事業部冷熱・エネルギー部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士機械棟等スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/10		0		0		6699000		（株）前川製作所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波機械棟スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/10		0		0		2614500		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ガスヒートポンプ空調設備保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/10		0		0		904050		筑波学園ガス（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研放射光科学研究施設光源棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/10		0		0		6405000		三菱電機ＦＡ産業機器（株）東日本支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子入射器棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/10		0		0		16065000		（株）神内電機製作所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/10		0		0		2709000		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/10		0		0		4105500		宇部テクノエンジ（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/10		0		0		3990000		（株）日立プラントテクノロジー　クレーンシステム営業本部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/10		0		0		26670000		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/10		0		0		7350000		コネクレーンズ（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研純水装置保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/10		0		0		992250		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区他空気調和機整備		運交金-施設部-運転-機械		6/2/10		0		0		4882500		（株）東洋製作所筑波営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研陽電子入射器棟等パッケージ形空調機その他整備		運交金-施設部-運転-機械		6/7/10		0		0		4167450		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区インバータ点検整備		運交金-施設部-運転-機械		6/1/10		0		0		840000		志賀計装（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟計装用空気源装置(OM-COMP-1)他整備		運交金-施設部-運転-機械		5/18/10		0		0		707700		（株）日立産機システム　筑波サービスステーション

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端加速器試験棟等クレーン整備		運交金-施設部-運転-機械		6/18/10		0		0		714000		（株）神内電機製作所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセン水冷式冷却塔(ＣＴ－４－１，２，３)整備		運交金-施設部-運転-機械		6/23/10		0		0		997500		空研工業（株）東京支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研第２低温棟冷却水ポンプ(P-17-1,2)整備		運交金-施設部-運転-機械		6/14/10		0		0		663600		（株）日立産機システム　筑波サービスステーション

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区計装用空気源装置点検整備		運交金-施設部-運転-機械		7/2/10		0		0		1313550		共和プラント工業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ電源棟押込型冷却塔(M7-PCT-B2)整備		運交金-施設部-運転-機械		7/6/10		0		0		7770000		日本ビー・エー・シー（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区純水ポンプ等整備		運交金-施設部-運転-機械		7/8/10		0		0		4830000		（株）増田鉄工場東京支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF-AR地区他純水ポンプモ－タ－整備		運交金-施設部-運転-機械		7/13/10		0		0		4089750		荏原テクノサーブ（株）つくば営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研第２工作棟屋外北側冷却水ポンプ(P-16-2)整備		運交金-施設部-運転-機械		7/13/10		0		0		653100		荏原テクノサーブ（株）つくば営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟Ｒ－２整備		運交金-施設部-運転-機械		7/15/10		0		0		3032400		（株）神戸製鋼所機械事業部門圧縮機事業部冷熱・エネルギー部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波第２コンプレッサ棟補給水電磁弁交換その他		運交金-施設部-運転-機械		7/23/10		0		0		392700		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２前期点検		運交金-施設部-運転-機械		6/3/10		0		0		315000		（株）日立ビルシステム東関東支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その４）		運交金-施設部-運転-機械		7/23/10		0		0		999600		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセン水冷冷却塔(M6-CT-4)整備		運交金-施設部-運転-機械		7/28/10		0		0		4200000		空研工業（株）東京支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波機械棟冷凍機Ｒ－１整備		運交金-施設部-運転-機械		8/2/10		0		0		13650000		三菱重工冷熱システム（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセン水冷式冷却塔(ＣＴ－４－４，５)整備		運交金-施設部-運転-機械		6/23/10		0		0		690900		空研工業（株）東京支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－１点検整備		運交金-施設部-運転-機械		6/18/10		0		0		171150		パナソニック産機システムズ(株)

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区他純水ポンプ整備		運交金-施設部-運転-機械		9/7/10		0		0		15435000		三和ハイドロテック（株）営業部東京支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ電源棟押込冷却塔(M7-PCT-B2)No,1ファンモ－タベ－ス整備		運交金-施設部-運転-機械		9/7/10		0		0		409500		日本ビー・エー・シー（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その５）		運交金-施設部-運転-機械		9/3/10		0		0		972300		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区空冷冷却塔（FM-CT-4-2）他無段変速機整備		運交金-施設部-運転-機械		8/31/10		0		0		504000		東京自動機工（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士機械棟未処理水ポンプ(CP-1-2)整備		運交金-施設部-運転-機械		9/17/10		0		0		453600		（株）増田鉄工場東京支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ガスヒートポンプ空調設備保守点検（その２）		運交金-施設部-運転-機械		10/1/10		0		0		901950		筑波学園ガス（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その７）		運交金-施設部-運転-機械		10/25/10		0		0		753900		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PFM0機械室実験純水及び冷水ｽﾄﾚｰﾅｰ清掃その他		運交金-施設部-運転-機械		11/10/10		0		0		720300		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光機械棟Ｒ－２メカニカルシール取替		運交金-施設部-運転-機械		11/15/10		0		0		829500		（株）前川製作所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士機械棟他純水ポンプ整備		運交金-施設部-運転-機械		12/8/10		0		0		22417500		三和ハイドロテック（株）営業部東京支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その８）		運交金-施設部-運転-機械		12/15/10		0		0		769650		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＡＲ東実験棟純水ポンプ(AE-PWP-1-2)整備		運交金-施設部-運転-機械		12/22/10		0		0		2730000		三和ハイドロテック（株）営業部東京支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その９）		運交金-施設部-運転-機械		1/25/11		0		0		802200		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その１０）		運交金-施設部-運転-機械		2/15/11		0		0		836850		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟温水二次ポンプ整備		運交金-施設部-運転-機械		1/14/11		0		0		857850		（株）川本製作所土浦営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研スクリュー冷凍機ＯＭ－Ｒ－１，３、ＴＭ－Ｒ－３定期自主検査		運交金-施設部-運転-機械		11/5/10		0		0		997500		日本熱源システム（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波トンネル直線部日光側クレーン（10t）整備		運交金-施設部-運転-機械		2/1/11		0		0		514500		三菱電機ＦＡ産業機器（株）東日本支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ入射器棟他純水精製装置(M2-PWU-C-2)樹脂取替		運交金-施設部-運転-機械		12/1/10		0		0		556500		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF M1・M2-A系統膨張タンク漏水修理その他		運交金-施設部-運転-機械		3/1/11		0		0		340200		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－４後期点検		運交金-施設部-運転-機械		10/19/10		0		0		598500		荏原冷熱システム（株）千葉営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その１１）		運交金-施設部-運転-機械		3/7/11		0		0		945000		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－１,３後期点検その他		運交金-施設部-運転-機械		3/25/11		0		0		706230		パナソニック産機システムズ(株)

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセン冷凍機（ＲＢ－２）整備		運交金-施設部-運転-機械		3/25/11		0		0		2362500		（株）日立ビルシステム東関東支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＭＲ・６Ｃ搬入棟天井クレーン整備		運交金-施設部-運転-機械		3/25/11		0		0		9681000		（株）神内電機製作所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/10		0		0		4242000		エムイーシーエンジニアリングサービス（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研北カウンターホールクレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/10		0		0		2130800		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電動遮蔽扉点検整備業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		12/17/10		0		0		682500		（株）イトーキ　

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研無線設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		8/27/10		0		0		630000		日本テクニカル・サービス（株）東関東支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研構内防災監視システム装置保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		9/3/10		0		0		577500		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＳ地区共同溝等ガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		4/19/10		0		0		309750		新コスモス電機（株）東日本支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端計測実験棟ガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		4/15/10		0		0		229950		光明理化学工業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		4/20/10		0		0		110775		トーセツ（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研構造生物棟研究員室２全熱交換器整備		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		6/18/10		0		0		26250		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟１ＦＤ１側男子トイレ大便器排水詰まり修理その他		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		7/23/10		0		0		262500		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研井水用ろ過装置（No.2）整備		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		10/1/10		0		0		4935000		神鋼環境メンテナンス（株）東日本支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研管理棟財務部給湯室水栓漏水修理その他		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		11/10/10		0		0		186900		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研3号館4F給湯室電気温水器修理その他		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		3/1/11		0		0		267750		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）高圧受変電所雨水ポンプ盤整備		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		5/10/10		0		0		31500		（株）シミズ空調サービス

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研吾妻地区宿舎等消火器具保全業務		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/5/10		0		0		172200		能美防災（株）土浦営業所　(物品・役務）

				②		建物及び附帯設備保守費		第１独身寮・外来棟の消防設備点検費用　　（代行戻入分）		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		3/30/11		0		0		78750		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端加速器試験棟冷却塔(D-CT-1)整備		運交金-先端-先端加速器(先端)-ATF/ATF2		8/30/10		0		0		840000		荏原テクノサーブ（株）つくば営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端加速器試験棟空気調和機(AH、AH-D-AC-1)整備		運交金-先端-先端加速器(先端)-ATF/ATF2		9/9/10		0		0		599025		（株）東洋製作所筑波営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端加速器試験棟純水精製装置(PWU-2A)樹脂取替		運交金-先端-先端加速器(先端)-ATF/ATF2		11/1/10		0		0		215250		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端加速器試験棟冷凍機Ｒ－１整備		運交金-先端-先端加速器(先端)-共通		10/8/10		0		0		4998000		（株）前川製作所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）物質・生命科学実験施設ミュオン空冷設備保守点検		運交金-J-PARC-ミュオン実験(大強度)-物件費		7/16/10		0		0		1680000		高砂熱学工業（株）茨城営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）Ｍ１機械棟等ＲＩ排気フィルター取替		運交金-J-PARC-放射線（大強度）-放射線（物件費）		7/12/10		0		0		976500		（株）アトックス

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ﾊﾄﾞﾛﾝ実験ﾎｰﾙﾋﾞｰﾑﾀﾞﾝﾌﾟ開閉ﾃﾝﾄ点検業務		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-建築		7/9/10		0		0		149940		ツクバメンテナンス（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）遮蔽扉点検業務		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-建築		7/15/10		0		0		495600		（株）イトーキ　

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟地下2階ピット及び側溝清掃業務		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-建築		3/25/11		0		0		142170		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホールビームダンプ開閉テント点検業務２		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-建築		3/25/11		0		0		149940		ツクバメンテナンス（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）５０ＧｅＶ変電所高圧配電盤停復電操作その他		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		6/15/10		0		0		500850		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央制御棟等仮設発電機運転業務		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		6/15/10		0		0		751800		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海）５０ＧｅＶ変電所特高変圧器絶縁油分析		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		6/22/10		0		0		138600		東芝電機サービス(株)

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央監視装置点検保守		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		8/6/10		0		0		4410000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）５０ＧｅＶ変電所２２ＫＶ受電盤停復電操作その他		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		10/1/10		0		0		47250		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）５０ＧｅＶ変電所非常用発電機停復電操作その他		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		2/1/11		0		0		88200		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）放送設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		3/25/11		0		0		618450		TOAエンジニアリング(株)

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）純水製造装置保守点検		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		4/1/10		0		0		3780000		三浦工業（株）水戸営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機その他保守点検		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		4/1/10		0		0		10500000		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)純水精製装置等保守点検		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		4/1/10		0		0		550620		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)大強度陽子加速器施設クレ－ン保守点検		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		4/1/10		0		0		13860000		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）M2機械棟純水精製装置減圧弁整備		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		5/20/10		0		0		201600		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央制御棟パッケージ形空調機（ACP-4)その他整備		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		7/1/10		0		0		249900		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）スイッチヤードクレーン点検		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		9/21/10		0		0		210000		飛島建設（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟送風機（FE-TS-3-2）等整備		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		10/18/10		0		0		358050		（株）サンプラント

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第２電源棟電源室空調機（ACP-D2-1-1)他整備		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		11/1/10		0		0		252000		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第１電源棟他電源室空調機整備		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		12/15/10		0		0		766500		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟純水ポンプ（PCD-NM3-3-1)整備		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		12/21/10		0		0		798000		（株）増田鉄工場東京支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン電源棟電源室他空調機整備		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		1/19/11		0		0		160650		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟純水冷却水水抜き水張り作業他		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		2/28/11		0		0		58800		（株）アトックス　東海営業所

				②		消耗品		高エネ研３号館２０１室子鍵取設		運交金-素長-素核研共通(研究施設）-物件費		5/20/10		0		0		1995		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		高エネ研４号館４１４室子鍵作成		運交金-素長-素核研共通(研究施設）-物件費		12/16/10		0		0		5670		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		高エネ研３号館３１８室子鍵作成		運交金-素核研-ATLAS(研究施設)-物件費(ATLAS)		1/31/11		0		0		4410		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		高エネ研研究本館２０６室子鍵作成		運交金-素核研-理論センター(研究施設)-物件費(共通)		12/16/10		0		0		5670		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		高エネ研4号館231室（左）室子鍵取設		運交金-物長-共通経費(基盤)-物構研共通		6/17/10		0		0		4410		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		高エネ研先端計測開発棟１１２室子鍵取設		運交金-放一・二-研究施設(放射光)-ＰＦ共通		5/31/10		0		0		7980		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		高エネ研（東海）１号館325室a他子鍵取設		運交金-ミュオン-研究施設(ミュオン)-ミュオン共通		4/14/10		0		0		6825		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		高ｴﾈ研東ｶｳﾝﾀｰﾎｰﾙ実験ﾎｰﾙ東側入口他子鍵作成		運交金-加施設長-事務室経費-事務室		8/12/10		0		0		10290		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		高ｴﾈ研日光実験棟1階ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ子鍵作成		運交金-加施設長-加速器共通(基盤)-加速器共通		10/4/10		0		0		5670		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		高エネ研ＰＦ光源棟２階搬入口防鳥ネット取設		運交金-加七-光源運転経費-共通経費		5/28/10		0		0		99750		(株）共進工業

				②		消耗品		高ｴﾈ東ｶｳﾝﾀｰﾎｰﾙ１階ERL準備室1他子鍵作成		運交金-加七-次世代光源(PF)-放射線		11/19/10		0		0		20580		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		高エネ研日光ガス混合棟子鍵作成		運交金-加三・四-B運転-超伝導空洞		11/2/10		0		0		10290		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		高エネ研第２低温棟網戸取設		運交金-低温セ-超伝導低温経費-実験室整備安全		5/26/10		0		0		326550		ツクバメンテナンス（株）

				②		消耗品		サーモラベル　20ヶ		運交金-施設部-運転-電気		6/17/10		0		0		87150		北原商事（株）

				②		消耗品		コンパクト型蛍光ランプ他		運交金-施設部-運転-電気		7/27/10		0		0		38070		（株）つくば照明サービス

				②		消耗品		プリンター用リボン		運交金-施設部-運転-電気		7/2/10		0		0		47250		日本電計（株）茨城営業所

				②		消耗品		制御(X)リレー　他		運交金-施設部-運転-電気		7/2/10		0		0		808500		東芝電機サービス(株)

				②		消耗品		高エネ研特別高圧受変電設備（大穂変電所）サブ変電所補修機材		運交金-施設部-運転-電気		7/1/10		0		0		775740		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社

				②		消耗品		蛍光ランプ他		運交金-施設部-運転-電気		8/23/10		0		0		54600		（株）イメージ工房

				②		消耗品		アナログ絶縁抵抗計　他		運交金-施設部-運転-電気		9/7/10		0		0		162414		日本電計（株）茨城営業所

				②		消耗品		大穂変電所補修部品		運交金-施設部-運転-電気		9/2/10		0		0		189000		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社

				②		消耗品		蛍光ランプ他		運交金-施設部-運転-電気		10/18/10		0		0		276990		（株）イメージ工房

				②		消耗品		構内ＰＨＳ　30台		運交金-施設部-運転-電気		10/22/10		0		0		749700		東陽工業（株）北関東支店

				②		消耗品		紙パック式クリーナー他		運交金-施設部-運転-電気		11/4/10		0		0		19530		（株）ヤマダ電機　つくば営業所

				②		消耗品		PHS　40台		運交金-施設部-運転-電気		11/10/10		0		0		924000		東陽工業（株）北関東支店

				②		消耗品		蛍光ランプ　他		運交金-施設部-運転-電気		11/15/10		0		0		214347		（株）イメージ工房

				②		消耗品		ハチノックL　他		運交金-施設部-運転-電気		10/26/10		0		0		99834		北原商事（株）

				②		消耗品		測温抵抗体変換器　他		運交金-施設部-運転-電気		11/26/10		0		0		688800		日本電計（株）茨城営業所

				②		消耗品		ニカド電池		運交金-施設部-運転-電気		1/6/11		0		0		708750		能美防災（株）土浦営業所　(物品・役務）

				②		消耗品		過電流継電器		運交金-施設部-運転-電気		1/17/11		0		0		2268000		東芝電機サービス(株)

				②		消耗品		電気錠		運交金-施設部-運転-電気		1/14/11		0		0		361935		中央電子（株）　サービス事業部

				②		消耗品		デジタルコードレス電話機（子機1台付）		運交金-施設部-運転-電気		2/8/11		0		0		98385		東陽工業（株）北関東支店

				②		消耗品		蛍光ランプ　他		運交金-施設部-運転-電気		2/17/11		0		0		449718		（株）イメージ工房

				②		消耗品		A重油		運交金-施設部-運転-電気		3/13/11		0		0		192675		宇田川石油（株）

				②		消耗品		冷媒　他		運交金-施設部-運転-機械		4/16/10		0		0		437850		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		バルブモータ　他		運交金-施設部-運転-機械		4/27/10		0		0		29190		(株）INAXメンテナンス　首都圏営業所

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転-機械		4/28/10		0		0		145950		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		高エネ研計算機北棟電気室排気ファン用温度センサー取付		運交金-施設部-運転-機械		5/20/10		0		0		98700		（株）須藤電気商会

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		5/21/10		0		0		327600		栗田工業（株）土浦営業所

				②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転-機械		5/18/10		0		0		46872		（株）サイサン　つくば営業所

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		5/27/10		0		0		924000		三綱（株）

				②		消耗品		高エネ研ＰＦ入射器棟他純水精製装置(M3-PWU-C-2)樹脂取替		運交金-施設部-運転-機械		5/28/10		0		0		462000		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部

				②		消耗品		大便器用便座部品		運交金-施設部-運転-機械		6/1/10		0		0		10815		(株）INAXメンテナンス　首都圏営業所

				②		消耗品		Vベルト		運交金-施設部-運転-機械		6/10/10		0		0		294000		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		6/16/10		0		0		491400		栗田工業（株）土浦営業所

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転-機械		6/15/10		0		0		714000		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		冷却水薬液注入装置用部品　他		運交金-施設部-運転-機械		6/11/10		0		0		199500		（株）東京科研

				②		消耗品		圧力計　他		運交金-施設部-運転-機械		5/10/10		0		0		523740		北原商事（株）

				②		消耗品		連成計　他		運交金-施設部-運転-機械		7/12/10		0		0		250950		北原商事（株）

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		7/9/10		0		0		315000		（株）東京科研

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		7/23/10		0		0		462000		三綱（株）

				②		消耗品		空調用エアフィルター		運交金-施設部-運転-機械		7/23/10		0		0		34650		進和テック（株）

				②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転-機械		7/29/10		0		0		49801		（株）サイサン　つくば営業所

				②		消耗品		フレキシブル配管　他		運交金-施設部-運転-機械		8/5/10		0		0		375900		北原商事（株）

				②		消耗品		警報ユニット　他		運交金-施設部-運転-機械		8/10/10		0		0		220500		光明理化学工業（株）

				②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転-機械		8/31/10		0		0		58590		（株）サイサン　つくば営業所

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		8/23/10		0		0		420000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所

				②		消耗品		ﾚﾍﾞﾙﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ　他		運交金-施設部-運転-機械		8/27/10		0		0		422100		北原商事（株）

				②		消耗品		次亜塩素酸ソーダ		運交金-施設部-運転-機械		9/14/10		0		0		72450		家田化学薬品（株）筑波支店

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		9/27/10		0		0		462000		三綱（株）

				②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転-機械		10/1/10		0		0		55660		（株）サイサン　つくば営業所

				②		消耗品		酸素濃度計　他		運交金-施設部-運転-機械		9/3/10		0		0		237300		北原商事（株）

				②		消耗品		光電センサー　他		運交金-施設部-運転-機械		10/18/10		0		0		35700		（株）エムエス　つくば営業所

				②		消耗品		温水ヒーターキット　他		運交金-施設部-運転-機械		10/18/10		0		0		24150		(株）INAXメンテナンス　首都圏営業所

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		11/1/10		0		0		462000		三綱（株）

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		8/2/10		0		0		327600		栗田工業（株）土浦営業所

				②		消耗品		メインバルブキット　他		運交金-施設部-運転-機械		10/29/10		0		0		14700		(株）INAXメンテナンス　首都圏営業所

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転-機械		10/15/10		0		0		165900		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転-機械		11/1/10		0		0		65100		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		11/11/10		0		0		420000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転-機械		11/2/10		0		0		156450		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		インバーター部品		運交金-施設部-運転-機械		12/22/10		0		0		82950		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		ポンプ　他		運交金-施設部-運転-機械		11/8/10		0		0		348600		北原商事（株）

				②		消耗品		排煙濃度計		運交金-施設部-運転-機械		12/6/10		0		0		126000		（株）山武　ビルシステムカンパニー　茨城支店

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		1/5/11		0		0		462000		三綱（株）

				②		消耗品		Vベルト		運交金-施設部-運転-機械		12/22/10		0		0		73500		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		排水ポンプ　他		運交金-施設部-運転-機械		11/25/10		0		0		275100		北原商事（株）

				②		消耗品		排水ポンプ		運交金-施設部-運転-機械		12/24/10		0		0		260400		東洋プラント工業（株）

				②		消耗品		ストレーナー		運交金-施設部-運転-機械		12/16/10		0		0		40950		空研工業（株）東京支店

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		1/18/11		0		0		491400		栗田工業（株）土浦営業所

				②		消耗品		減圧弁　他		運交金-施設部-運転-機械		2/1/11		0		0		37800		東洋プラント工業（株）

				②		消耗品		冷媒		運交金-施設部-運転-機械		2/10/11		0		0		252000		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転-機械		2/24/11		0		0		204750		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		重耐型格子網		運交金-施設部-運転-機械		2/10/11		0		0		19950		東洋プラント工業（株）

				②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転-機械		1/20/11		0		0		79096		（株）サイサン　つくば営業所

				②		消耗品		グラファイトパッキン　他		運交金-施設部-運転-機械		2/1/11		0		0		35700		北原商事（株）

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		2/2/11		0		0		481950		栗田工業（株）土浦営業所

				②		消耗品		空調用フィルタ		運交金-施設部-運転-機械		2/21/11		0		0		35700		日進技研（株）

				②		消耗品		酸素・硫化水素計　他		運交金-施設部-運転-機械		1/11/11		0		0		596400		北原商事（株）

				②		消耗品		高エネ研ＰＳエネルギ－センタ－ダクト止め板取設		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		4/26/10		0		0		26250		（有）佐藤管理工業

				②		消耗品		高エネ研ＰＦエネセン市水用量水器取設		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		5/18/10		0		0		140700		（株）前沢設備

				②		消耗品		高エネ研ＰＦ入射器棟他屋内消火栓ホース取替		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		9/27/10		0		0		997500		能美防災（株）土浦営業所　(物品・役務）

				②		消耗品		高エネ研納品検収センター網戸取設		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		6/23/10		0		0		25410		ツクバメンテナンス（株）

				②		消耗品		高エネ研研究本館１階史料室保管庫情報コンセント取設		運交金-機構共通-史料室経費-史料室		7/1/10		0		0		73500		（有）森田電気商会

				②		消耗品		高エネ研４号館２１０室子鍵作成		運交金-機構共通-評価・調査室経費-評価・調査室		8/12/10		0		0		3360		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		高エネ研先端加速器試験棟純水精製装置（D-PWU-2）樹脂取替		運交金-先端-先端加速器(先端)-ATF/ATF2		5/28/10		0		0		198870		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部

				②		消耗品		高エネ研化学実験棟実験用電源取設その他		運交金-先端-先端加速器(先端)-共通		8/2/10		0		0		90930		（株）須藤電気商会

				②		消耗品		廃トナーボトル　他		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		6/29/10		0		0		52290		日本電計（株）茨城営業所

				②		消耗品		蛍光ランプ　400本		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		7/1/10		0		0		46200		（株）イメージ工房

				②		消耗品		ストックホーム　10式		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		7/5/10		0		0		39900		藤井産業（株）つくば支店

				②		消耗品		中央監視装置ＲＳ盤内ＰＣＳバッテリー　11個		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		6/10/10		0		0		207900		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部

				②		消耗品		昇降機部品（シャヘイ板）		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		7/2/10		0		0		52500		（株）日立ビルシステム東関東支社

				②		消耗品		メディアコンバータ　3台		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		10/25/10		0		0		390600		（株）つくば照明サービス

				②		消耗品		梯子兼用脚立　他		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		10/20/10		0		0		252000		藤井産業（株）つくば支店

				②		消耗品		蛍光ランプ　等		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		9/22/10		0		0		218190		（株）イメージ工房

				②		消耗品		リボンカートリッジ　15本		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		12/16/10		0		0		70875		日本電計（株）茨城営業所

				②		消耗品		ストックフォーム　他		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		1/6/11		0		0		250320		藤井産業（株）つくば支店

				②		消耗品		コンパクト形蛍光ランプ　他		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		1/14/11		0		0		51240		（株）イメージ工房

				②		消耗品		PHS電話機　20台		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		3/7/11		0		0		462000		東陽工業（株）北関東支店

				②		消耗品		特高変圧器用呼吸器　他		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		1/14/11		0		0		762300		東芝電機サービス(株)

				②		消耗品		圧力計　他		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		4/1/10		0		0		795576		理工科学（株）

				②		消耗品		Vベルト		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		5/18/10		0		0		185634		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟等量水器取設		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		7/1/10		0		0		334425		（株）シミズ空調サービス

				②		消耗品		高エネ研（東海）Ｍ２機械棟純水精製装置イオン交換樹脂取替		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		5/31/10		0		0		1272810		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		8/30/10		0		0		967680		栗田工業（株）土浦営業所

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		9/1/10		0		0		512400		東鉱商事（株）　本社営業部

				②		消耗品		デジタル温湿度計		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		10/6/10		0		0		44625		理工科学（株）

				②		消耗品		圧力計　他		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		10/6/10		0		0		670950		理工科学（株）

				②		消耗品		Vベルト		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		10/1/10		0		0		442335		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		Vベルト		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		10/1/10		0		0		132600		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		冷却塔薬液購入		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		8/2/10		0		0		955500		理工科学（株）

				②		消耗品		冷却塔薬液購入		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		9/14/10		0		0		945945		三浦工業（株）水戸営業所

				②		消耗品		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟純水精製装置（PWU-HM1-2)樹脂取替		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		10/25/10		0		0		385140		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		11/24/10		0		0		428190		東鉱商事（株）　本社営業部

				②		消耗品		冷却水水処理薬品		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		12/13/10		0		0		997605		栗田工業（株）土浦営業所

				②		消耗品		冷却水水処理薬品		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		11/15/10		0		0		967680		栗田工業（株）土浦営業所

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		1/6/11		0		0		967680		栗田工業（株）土浦営業所

				②		消耗品		樹脂流出防止フィルター		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		11/17/10		0		0		39900		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部

				②		消耗品		冷却塔薬液		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		11/30/10		0		0		955500		理工科学（株）

				②		消耗品		再生塩		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		3/4/11		0		0		102900		三浦工業（株）水戸営業所

				②		消耗品		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設子鍵製作		収見合-J-PARC-特別経費-東海宿泊施設用什器備品		12/22/10		0		0		6930		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②点検保守費合計 テンケン ホシュ ヒ ゴウケイ														413,847,782

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転-電気		3/31/11		0		0		90489482		高橋興業（株）

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転-機械		3/31/11		0		0		136992018		高橋興業（株）

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		3/31/11		0		0		3084000		高橋興業（株）

				③		災害損失		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転(基盤)-共通		3/31/11		0		0		7560000		高橋興業（株）

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電気・機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		3/31/11		0		0		73425175		（株）アトックス　東海営業所

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電気・機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		3/31/11		0		0		113361825		（株）アトックス　東海営業所

				③		災害損失		高エネ研（東海）電気・機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持（基盤）-共通		3/31/11		0		0		9760000		（株）アトックス　東海営業所

				③運転監視費合計 ウンテン カンシ ヒ ゴウケイ														434,672,500

				④		環境整備		ホウ素入りポリエチビーズ(汚泥)処理　一式		運交金-素核研-特別経費(大強度)-東カウンターホール内整理		2/3/11		0		0		418323		（株）エスアール

				④		環境整備		放射性廃棄物処理処分費用　一式		運交金-素核研-特別経費-短寿命核実験(物件費)		3/31/11		0		0		40310		独立行政法人日本原子力研究開発機構　産学連携推進部

				④		環境整備		密封線源引取		運交金-物副（つくば）-PF共通経費-低速陽電子整備		12/10/10		0		0		233100		（社）日本アイソトープ協会

				④		環境整備		ホウ素入りポリエチビーズ(汚泥)処理　一式		運交金-加七-次世代光源(PF)-放射線		2/3/11		0		0		338643		（株）エスアール

				④		環境整備		絶縁油処理　一式		運交金-加三・四-B運転-ＫＥＫＢ共通		9/30/10		0		0		360150		油科学工事（株）

				④		環境整備		密封線源引取　一式		運交金-放射セ-加速器安全(大強度)-放射性廃棄物処理関係		12/20/10		0		0		1086750		（社）日本アイソトープ協会

				④		環境整備		密封線源引取料　一式		運交金-放射セ-加速器安全(大強度)-放射性廃棄物処理関係		12/10/10		0		0		207900		（社）日本アイソトープ協会

				④		環境整備		廃液回収・処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(ＰＦ)-廃液等処理		9/3/10		0		0		940627		アサヒプリテック（株）北関東営業所

				④		環境整備		実験系廃棄物処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(ＰＦ)-廃液等処理		1/21/11		0		0		73710		ミヤマ（株）

				④		環境整備		実験系廃棄物収集・処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(ＰＦ)-廃液等処理		1/21/11		0		0		834966		日本産業廃棄物処理（株）

				④		環境整備		廃液回収・処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(ＰＦ)-廃液等処理		12/24/10		0		0		584677		アサヒプリテック（株）北関東営業所

				④		環境整備		廃酸処分　一式		運交金-日米-ﾘﾆｱｰｺﾗｲﾀﾞｰ(ATF)-STF基盤		4/2/10		0		0		441630		ミヤマ（株）

				④		環境整備		廃酸処分　一式		運交金-日米-ﾘﾆｱｰｺﾗｲﾀﾞｰ(ATF)-STF基盤		5/12/10		0		0		440370		ミヤマ（株）

				④		環境整備		廃酸処分　一式		運交金-日米-ﾘﾆｱｰｺﾗｲﾀﾞｰ(ATF)-STF基盤		6/1/10		0		0		441315		ミヤマ（株）

				④		環境整備		廃酸（洗浄廃液・実験廃液等）処分費　　　一式		運交金-日米-ﾘﾆｱｰｺﾗｲﾀﾞｰ(ATF)-STF基盤		7/7/10		0		0		440055		ミヤマ（株）

				④		環境整備		廃酸処分　　一式		運交金-日米-ﾘﾆｱｰｺﾗｲﾀﾞｰ(ATF)-STF基盤		10/22/10		0		0		440370		ミヤマ（株）

				④		環境整備		廃酸処分　　一式		運交金-日米-ﾘﾆｱｰｺﾗｲﾀﾞｰ(ATF)-STF基盤		11/8/10		0		0		440685		ミヤマ（株）

				④		環境整備		廃酸処分　　一式		運交金-日米-ﾘﾆｱｰｺﾗｲﾀﾞｰ(ATF)-STF基盤		1/4/11		0		0		441630		ミヤマ（株）

				④		環境整備		廃酸処分　　一式		運交金-日米-ﾘﾆｱｰｺﾗｲﾀﾞｰ(ATF)-STF基盤		2/7/11		0		0		441000		ミヤマ（株）

				④		環境整備		高エネ研廃蛍光管等収集運搬処分		運交金-施設部-運転-電気		7/21/10		0		0		586162		野村興産（株）

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		4/1/10		0		0		105000		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		5/6/10		0		0		52500		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		6/1/10		0		0		105000		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		7/1/10		0		0		157500		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		8/2/10		0		0		105000		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		9/1/10		0		0		157500		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		10/1/10		0		0		105000		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		11/1/10		0		0		52500		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		12/1/10		0		0		105000		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		1/4/11		0		0		52500		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		2/1/11		0		0		52500		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		3/1/11		0		0		52500		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		10/8/10		0		0		1470000		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		12/17/10		0		0		497070		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		2/16/11		0		0		435750		（株）日の丸商事

				④		環境整備		ＰＣＢ廃棄物処理料金　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費-PCB廃棄物処理費		8/4/10		0		0		1815450		中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道PCB処理事業所

				④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費-PCB廃棄物処理費		11/1/10		0		0		10892700		日本環境安全事業（株）　（北海道事業所）

				④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費-PCB廃棄物処理費		11/1/10		0		0		10892700		日本環境安全事業（株）　（北海道事業所）

				④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費-PCB廃棄物処理費		11/1/10		0		0		9765050		日本環境安全事業（株）　（北海道事業所）

				④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）輸送 一式		運交金-機構共通-特別経費-PCB運搬費		7/14/10		0		0		525000		東日本日立物流サービス（株）　輸送・日立物流部日立輸送グループ

				④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）輸送一式に係る目的別科目変更		運交金-機構共通-特別経費-PCB運搬費		9/1/10		0		0		0

				④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）の輸送　一式		運交金-機構共通-特別経費-PCB運搬費		10/13/10		0		0		2163000		日本通運（株）茨城支店

				④		環境整備		高圧絶縁油廃棄　一式		運交金-先端-先端加速器(先端)-ATF/ATF2		6/23/10		0		0		23100		田上石油店　代表者　田上憲一

				④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		2/7/11		0		0		588000		常陸環境開発（株）

				④		環境整備		廃油回収・処理　一式		運交金-J-PARC-ＭＲ運転(大強度)-入出射・電磁石		9/10/10		0		0		257077		アサヒプリテック（株）北関東営業所

				④		環境整備		RI廃棄物の集荷　一式		運交金-J-PARC-放射線（大強度）-放射線（物件費）		11/26/10		0		0		1405698		（社）日本アイソトープ協会

				④産業廃棄物処分費合計 サンギョウ ハイキブツ ショブン ヒ ゴウケイ														51,065,468

				⑤		環境整備		高エネ研D７電源棟前低木移植工事		運交金-加三・四-B運転-ＫＥＫＢ共通		11/19/10		0		0		277200		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研D１・Ｄ４電源棟前低木移植工事		運交金-加三・四-B運転-ＫＥＫＢ共通		1/17/11		0		0		514500		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（４月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		5/6/10		0		0		1523340		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（５月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/10		0		0		2285010		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（６月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/10		0		0		3611790		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（７月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/10		0		0		4987710		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（８月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/10		0		0		6633900		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（９月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/10		0		0		4594590		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（10月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/10		0		0		4029480		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研北側敷地境界サザンカ生垣補植工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		11/1/10		0		0		223650		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（11月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/10		0		0		3267810		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（12月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/10		0		0		3439800		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（1月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/10		0		0		1375920		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内枯損木伐採工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		1/28/11		0		0		514500		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（2月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/10		0		0		1695330		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（3月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/10		0		0		2137590		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研物品管理庫周辺環境整備工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		3/25/11		0		0		976500		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研中央通りハンプ部低木移植工事		運交金-管理局-管理運営費-交通安全		6/21/10		0		0		92400		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研竹園3丁目職員宿舎高木剪定他		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/10/10		0		0		987000		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研吾妻2丁目職員宿舎802棟周辺支障木伐採他		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/14/10		0		0		260400		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研竹園3丁目職員宿舎719棟倒木処理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/16/10		0		0		35700		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研吾妻2丁目職員宿舎枯損木処理他		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/24/10		0		0		49980		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研吾妻職員宿舎支障木剪定他		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/11/11		0		0		997500		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研（東海）東海1号館周辺草刈り作業		運交金-機構共通-東海運営費(基盤)-共通		8/10/10		0		0		623700		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設外周草刈その他工事		運交金-機構共通-東海運営費(基盤)-共通		12/17/10		0		0		115500		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研（東海）J-PARC構内道路周辺草刈業務		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		11/10/10		0		0		598500		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研（東海）大強度陽子加速器施設ＭＲ第１搬入棟周辺植栽工事		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-建築		12/17/10		0		0		2341500		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研（東海）大強度陽子加速器施設ニュートリノ第２設備棟周辺植栽工事		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-建築		2/4/11		0		0		2415000		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研発生材置場東側樹木伐採工事		収見合-機構共通-特別経費-発生材置場新増設工事経費		11/16/10		0		0		252000		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		太田団地刈払い作業（太田団地Ａ棟）		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		9/15/10		0		0		60198		（社）東海村シルバー人材センター

				⑤		環境整備		みの内住宅敷地内草刈り作業　一式		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		6/8/10		0		0		304500		（株）アトックス　東海営業所

				⑤		環境整備		みの内住宅草刈り作業　一式		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		10/14/10		0		0		367500		（株）アトックス　東海営業所

				⑤		環境整備		太田団地刈払い作業　一式		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		10/5/10		0		0		147448		（社）東海村シルバー人材センター

				⑤緑地管理費合計 リョクチ カンリヒ ゴウケイ														51,737,446

		長 チョウ		⑥		構築物		高エネ研放射化物使用施設周辺フェンス取設工事		運交金-機構共通-特別経費-盗難対策関係経費		2/3/11		0		0		1354500		不二造園土木（株）

		長 チョウ		⑥		構築物		高エネ研敷地北側境界フェンス取設工事		収見合-機構共通-特別経費-発生材置場新増設工事経費		2/16/11		0		0		1041600		不二造園土木（株）

		P		⑥		構築物		高エネ研（東海）第２搬入棟テント倉庫南側駐車場整備その他工事		運交金-素核研-ハドロンビーム(研究施設)-物件費(ハドロンビーム)		1/31/11		0		0		976500		東康建設工業（株）

		長 チョウ		⑥		構築物		高エネ研第２低温棟駐輪場取設		運交金-低温セ-超伝導低温経費-実験室整備安全		6/22/10		0		0		850500		（株）近藤工務店

		長 チョウ		⑥		構築物		高エネ研放射化物使用施設外灯その他取設工事		運交金-機構共通-特別経費-盗難対策関係経費		2/16/11		0		0		2362500		（有）森田電気商会

		長 チョウ		⑥		構築物		高エネ研放射化物使用施設外灯その他増設工事		運交金-機構共通-特別経費-盗難対策関係経費		2/28/11		0		0		993300		（有）森田電気商会

		-		⑥		構築物		高ｴﾈ研共同利用研究者宿泊施設共用棟駐輪場取設その他工事		収見合-機構共通-宿泊運営-設備等更新・改修費		10/1/10		0		0		1253700		（株）近藤工務店

		長 チョウ		⑥		構築物		高エネ研（東海）１号館北側駐輪場取設工事		収見合-機構共通-特別経費-東海１号館駐輪場整備費		2/2/11		0		0		924000		（株）大栄建設

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研（東海）１号館１２２室給排水工事		共同研-J-PARC-22②13 JST-瀬戸秀紀-工事費		5/20/10		0		0		754110		日本空調サービス（株）筑波支店

		長 チョウ		①		移設撤去		高エネ研（東海）１号館１２２室給排水工事		共同研-J-PARC-22②13 JST-瀬戸秀紀-工事費		5/20/10		0		0		143640		日本空調サービス（株）筑波支店

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研　ＰＳエネルギーセンター南側駐車場　舗装その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		9/15/10		0		0		861000		（株）ミヤモト開発

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館駐車場舗装補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		3/25/11		0		0		336000		（株）川田建材工業

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外灯（PF-14)移設		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		4/8/10		0		0		145950		筑波電気工事（株）

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS地区等外灯改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		6/24/10		0		0		441000		入江電気工事（株）

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波地区等外灯修繕工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		3/25/11		0		0		47250		入江電気工事（株）

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研KEKB地区等外灯改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		10/29/10		0		0		987000		（有）森田電気商会

		長 チョウ		⑥		移設撤去		高エネ研中央通り既設ハンプ標識撤去工事		運交金-管理局-管理運営費-交通安全		6/21/10		0		0		42000		(株）共進工業

		-		⑥		備品費		高エネ研（吾妻）職員宿舎201棟南側駐車場外灯設備取設工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/16/11		0		0		497700		入江電気工事（株）

		長 チョウ		⑥		消耗品		高エネ研中央通りハンプ標識設置工事		運交金-管理局-管理運営費-交通安全		6/21/10		0		0		285600		松枝印刷（株）

		長 チョウ		⑥		環境整備		高エネ研国際交流センター周辺整備工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/7/10		0		0		199500		前田道路（株）北関東支店

		長 チョウ		⑥		環境整備		高エネ研守衛所前擬石車止め取設工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/26/10		0		0		483000		和知商事（株）

		-		⑥		環境整備		高エネ研（吾妻）職員宿舎807棟西側道路改修その他工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/7/11		0		0		693000		（株）ミヤモト開発

		-		⑥		環境整備		高エネ研（吾妻）職員宿舎201号棟南側駐車場取設工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/25/11		0		0		2467500		（株）近藤工務店

		長 チョウ		⑥		環境整備		高エネ研発生材置場周辺素掘側溝取設工事		収見合-機構共通-特別経費-発生材置場新増設工事経費		11/17/10		0		0		402150		（株）近藤工務店

		長 チョウ		⑥		環境整備		高エネ研ＰＦ実験準備棟等仮設駐車場取設工事		収見合-機構共通-特別経費-PF光源棟駐車場整備経費		3/25/11		0		0		1837500		(株)カタオカエンジニアリング

				⑥校地維持費合計 コウチ イジヒ ゴウケイ														20,380,500

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(4月分)		運交金-素核研-特別経費-短寿命核実験(物件費)		4/1/10		0		0		8732		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(5月分)		運交金-素核研-特別経費-短寿命核実験(物件費)		4/1/10		0		0		8732		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）4月分のうち短寿命核分にかかる目的別科目修正に伴う振替		運交金-素核研-特別経費-短寿命核実験(物件費)		7/7/10		0		0		0

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式　(東海キャンパス　他)(6月分)		運交金-素核研-特別経費-短寿命核実験(物件費)		4/1/10		0		0		8732		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(7月分)		運交金-素核研-特別経費-短寿命核実験(物件費)		4/1/10		0		0		8732		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(8月分)		運交金-素核研-特別経費-短寿命核実験(物件費)		4/1/10		0		0		8732		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(9月分)		運交金-素核研-特別経費-短寿命核実験(物件費)		4/1/10		0		0		8732		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(10月分)		運交金-素核研-特別経費-短寿命核実験(物件費)		4/1/10		0		0		8732		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(11月分)		運交金-素核研-特別経費-短寿命核実験(物件費)		4/1/10		0		0		8732		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(12月分)		運交金-素核研-特別経費-短寿命核実験(物件費)		4/1/10		0		0		8732		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(1月分)		運交金-素核研-特別経費-短寿命核実験(物件費)		4/1/10		0		0		8732		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(2月分)		運交金-素核研-特別経費-短寿命核実験(物件費)		4/1/10		0		0		8732		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(3月分)		運交金-素核研-特別経費-短寿命核実験(物件費)		3/28/11		0		0		5175		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		高エネルギー加速器研究機構特別清掃　一式		運交金-物長-共通経費(基盤)-物構研共通		4/5/10		0		0		147840		（株）佐生

				⑦		環境整備		放射光施設実験準備棟・特別清掃　一式		運交金-物長-共通経費(基盤)-物構研共通		4/22/10		0		0		18480		（株）佐生

				⑦		環境整備		4号館・2F・特別清掃　一式		運交金-物長-共通経費(基盤)-物構研共通		4/30/10		0		0		43890		（株）佐生

				⑦		環境整備		4号館・2Ｆ・特別清掃　一式		運交金-物長-共通経費(基盤)-物構研共通		4/27/10		0		0		21945		（株）佐生

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（4月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/10		0		0		76545		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（5月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/10		0		0		51030		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（6月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/10		0		0		76545		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（7月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/10		0		0		76545		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（8月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/10		0		0		51030		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（9月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/10		0		0		68040		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（10月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/10		0		0		76545		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（11月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/10		0		0		68040		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（12月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		12/1/10		0		0		59535		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（1月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/10		0		0		51030		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（2月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/10		0		0		51030		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（3月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/10		0		0		34020		テスコ（株）

				⑦		環境整備		PF研究棟・特別清掃　一式		運交金-放一・二-研究施設(放射光)-ＰＦ共通		4/26/10		0		0		18480		（株）佐生

				⑦		環境整備		高エネ研受水槽・高置水槽その他清掃		運交金-施設部-運転-機械		5/24/10		0		0		1470000		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		高エネ研（東海）１号館受水槽他清掃		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		8/2/10		0		0		129150		（株）アトックス　東海営業所

				⑦		環境整備		高エネ研給水施設清掃等保守点検（職員宿舎）		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/27/10		0		0		640500		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(4月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/10		0		0		74980		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(5月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/10		0		0		74980		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式　(東海キャンパス　他)(6月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/10		0		0		74980		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(7月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/10		0		0		74980		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(8月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/10		0		0		74980		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(9月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/10		0		0		74980		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(10月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/10		0		0		74980		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(11月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/10		0		0		74980		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(12月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/10		0		0		74980		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(1月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/10		0		0		74980		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(2月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/10		0		0		74980		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(3月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		3/28/11		0		0		44438		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（4月分）　一式		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		2375811		（株）佐生

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（5月分）　一式		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		2315871		（株）佐生

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(4月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		415556		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		施設部特別清掃　一式		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		6/1/10		0		0		354060		（株）佐生

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(5月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		415556		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（6月分）　一式		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		2344491		（株）佐生

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式　(東海キャンパス　他)(6月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		415556		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（7月分）　一式		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		2314251		（株）佐生

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(7月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		415556		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（8月分）　一式		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		2309751		（株）佐生

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(8月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		415556		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（9月分）　一式		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		3244485		（株）佐生

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(9月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		415556		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（10月分）　一式		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		2372209		（株）佐生

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(10月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		415556		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(11月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		415556		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（11月分）　一式		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		2378869		（株）佐生

				⑦		環境整備		体育館アリーナ特別清掃　一式		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		11/25/10		0		0		272160		（株）佐生

				⑦		環境整備		東カウンターホール特別清掃　一式		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		11/25/10		0		0		94500		（株）佐生

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(12月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		415556		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（12月分）　一式		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		2404429		（株）佐生

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（1月分）　一式		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		2376529		（株）佐生

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(1月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		415556		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(2月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		415556		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（2月分）　一式		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		2393269		（株）佐生

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(3月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		3/28/11		0		0		246284		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（3月分）　一式		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/10		0		0		2859899		（株）佐生

				⑦		環境整備		みの内住宅仮眠室清掃業務（4月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/10		0		0		10500		(株)アメニティ・ジャパン

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(4月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/10		0		0		288232		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(5月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/10		0		0		288232		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式　(東海キャンパス　他)(6月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/10		0		0		288232		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		太田団地C棟階段等清掃作業　一式		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		6/28/10		0		0		63000		（株）アトックス　東海営業所

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(7月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/10		0		0		288232		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		中央制御棟内コントロール室床面清掃　一式		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		8/4/10		0		0		15750		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(8月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/10		0		0		288232		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		みのうち住宅（Ｄ-２）普通清掃作業　一式		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		9/3/10		0		0		34650		（株）アトックス　東海営業所

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(9月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/10		0		0		288232		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(10月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/10		0		0		288232		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(11月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/10		0		0		288232		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(12月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/10		0		0		288232		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		東海ユーザー宿泊施設オープン前清掃業務　一式		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		1/12/11		0		0		126000		（株）東武

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(1月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/10		0		0		288232		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(2月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/10		0		0		288232		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス　他)(3月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		3/28/11		0		0		170824		高橋興業（株）

				⑦清掃費合計 セイソウ ヒ ゴウケイ														43,019,925

				⑧		他委託		構内警備業務（4月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		2730000		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（5月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		2730000		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（４月分）　1式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（5月分）		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（6月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		2730000		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（6月分）		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（7月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		2730000		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（7月分）		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（8月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		2730000		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（8月分）		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（9月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		2730000		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（9月分）		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（10月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		2730000		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（10月分）		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（11月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		2730000		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（11月分）		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		敷地境界道路の警備業務　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		11/18/10		0		0		57750		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（12月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		2730000		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（12月分）		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（1月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		2730000		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（1月分）		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（2月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		2730000		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（2月分）		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（3月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		2730000		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（3月分）		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/10		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		構内外巡回他警備業務　一式		運交金-機構共通-特別経費-盗難対策関係経費		12/14/10		0		0		1328250		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		構内外巡回他警備業務　一式		運交金-機構共通-特別経費-盗難対策関係経費		1/25/11		0		0		1735650		東京警備保障（株）

				⑧警備費合計 ケイビ ヒ ゴウケイ														36,347,850

				⑫新増改築費合計（施設整備費補助金） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ シセツ セイビヒ ホジョキン														0

		P		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研D10電源棟等外壁シーリング打ち替えその他工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		8/12/10		0		0		15029700		美野里塗防工業（株）

		P		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器実験準備棟等屋上防水改修その他工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		11/24/10		0		0		18522000		興和建業（株）

		P		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・３Ｃ,９Ｃ搬入棟屋上防水改修その他工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		3/25/11		0		0		3718300		興和建業（株）

		P		⑬営 エイ		付設備		高エネ研ＫＥＫＢトンネル等構内交換設備改修		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		8/9/10		0		0		23730000		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

				⑫新増改築費合計（営繕事業） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ エイゼン ジギョウ														61,000,000

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設（ダンピングリング施設）測量業務		収見合-施設部-特別経費-ダンピングリング測量		9/1/10		0		0		987000		（株）澤畠設計開発

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設PHS基地局取設		収見合-J-PARC-特別経費-東海宿泊施設用什器備品		10/28/10		0		0		4911900		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設インターホン取設工事		収見合-J-PARC-特別経費-東海宿泊施設用什器備品		10/18/10		0		0		945000		向陽電気工業（株）

				⑫自 ジ		建設仮		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設PHS基地局取設		収見合-J-PARC-特別経費-東海宿泊施設用什器備品		12/28/10		0		0		-4911900

				⑫自 ジ		建設仮		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設インターホン取設工事		収見合-J-PARC-特別経費-東海宿泊施設用什器備品		12/28/10		0		0		-945000

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研(東海）MLF－BL実験施設新営クレーン工事		共同研-J-PARC-21①05 NEDO蓄電池-神山崇-備品費		6/25/10		0		0		7140000		三菱電機FA産業機器（株）

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研(東海）MLF－BL実験施設新営機械設備工事		共同研-J-PARC-21①05 NEDO蓄電池-神山崇-備品費		12/2/10		0		0		19425000		高砂熱学工業（株）茨城営業所

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研(東海）MLF－BL実験施設新営電気設備工事		共同研-J-PARC-21①05 NEDO蓄電池-神山崇-備品費		12/3/10		0		0		12054000		（株）久工

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研(東海）MLF－BL実験施設新営工事		共同研-J-PARC-21①05 NEDO蓄電池-神山崇-備品費		12/2/10		0		0		110985000		（株）大栄建設

				⑫補 ホ		建設仮		【資産振替】高エネ研(東海）MLF－BL実験施設新営工事		共同研-J-PARC-21①05 NEDO蓄電池-神山崇-備品費		2/1/11		0		0		-110985000

				⑫補 ホ		建設仮		【資産振替】高エネ研(東海）MLF－BL実験施設新営クレーン工事		共同研-J-PARC-21①05 NEDO蓄電池-神山崇-備品費		2/1/11		0		0		-7140000

				⑫補 ホ		建設仮		【資産振替】高エネ研(東海）MLF－BL実験施設新営機械設備工事		共同研-J-PARC-21①05 NEDO蓄電池-神山崇-備品費		2/1/11		0		0		-19425000

				⑫補 ホ		建設仮		【資産振替】高エネ研(東海）MLF－BL実験施設新営電気設備工事		共同研-J-PARC-21①05 NEDO蓄電池-神山崇-備品費		2/1/11		0		0		-12054000

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設新営その他工事		共同研-J-PARC-間接・特別経費-東海宿泊施設		4/1/10		0		0		67431000		飛島建設（株）首都圏建築支店

				⑫自 ジ		建設仮		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設新営その他工事		共同研-J-PARC-間接・特別経費-東海宿泊施設		12/28/10		0		0		-67431000

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設新営電気設備工事		受託研費-J-PARC-間接・特別経費-東海宿泊施設		4/1/10		0		0		25074000		向陽電気工業（株）

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設新営機械設備工事		受託研費-J-PARC-間接・特別経費-東海宿泊施設		4/1/10		0		0		24998400		㈱タケムラ

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設新営エレベーター工事		受託研費-J-PARC-間接・特別経費-東海宿泊施設		4/1/10		0		0		7371000		東芝エレベータ（株）東関東支社

				⑫自 ジ		建設仮		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設新営エレベーター設備工事		受託研費-J-PARC-間接・特別経費-東海宿泊施設		12/28/10		0		0		-7371000

				⑫自 ジ		建設仮		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設新営機械設備工事		受託研費-J-PARC-間接・特別経費-東海宿泊施設		12/28/10		0		0		-24998400

				⑫自 ジ		建設仮		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設新営電気設備工事		受託研費-J-PARC-間接・特別経費-東海宿泊施設		12/28/10		0		0		-25074000

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設新営その他工事		雑収入-J-PARC-間接・特別経費-東海宿泊施設		4/1/10		0		0		53529000		飛島建設（株）首都圏建築支店

				⑫自 ジ		建設仮		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設新営その他工事		雑収入-J-PARC-間接・特別経費-東海宿泊施設		12/28/10		0		0		-53529000

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研（東海）ヘリウム液化機棟地盤調査　		雑収入-J-PARC-間接・J-PARC-ヘリウム液化機棟		8/13/10		0		0		735000		応用地質（株）茨城支店

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研（東海）ヘリウム液化機棟新営工事		雑収入-J-PARC-間接・J-PARC-ヘリウム液化機棟		1/18/11		0		0		18270000		東康建設工業（株） （前金口）

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研（東海）ヘリウム液化機棟新営機械設備工事		雑収入-J-PARC-間接・J-PARC-ヘリウム液化機棟		1/24/11		0		0		1953000		㈱タケムラ（前金口）

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研（東海）ヘリウム液化機棟新営電気設備工事		雑収入-J-PARC-間接・J-PARC-ヘリウム液化機棟		1/19/11		0		0		7753200		（株）太陽防設　（前金口）

				⑫補 ホ		建物		【資産振替】高エネ研(東海）MLF－BL実験施設新営工事		共同研-J-PARC-21①05 NEDO蓄電池-神山崇-備品費		2/1/11		0		0		109368000

				⑫自 ジ		建物		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設新営その他工事		共同研-J-PARC-間接・特別経費-東海宿泊施設		12/28/10		0		0		67431000

				⑫自 ジ		建物		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設新営その他工事		雑収入-J-PARC-間接・特別経費-東海宿泊施設		12/28/10		0		0		53529000

				⑫自 ジ		付設備		【予算修正】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設新営電気設備工事		収見合-J-PARC-特別経費-東海宿泊施設		3/31/11		0		0		25074000

				⑫自 ジ		付設備		【予算修正】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設新営機械設備工事		収見合-J-PARC-特別経費-東海宿泊施設		3/31/11		0		0		24998400

				⑫補 ホ		付設備		【資産振替】高エネ研(東海）MLF－BL実験施設新営機械設備工事		共同研-J-PARC-21①05 NEDO蓄電池-神山崇-備品費		2/1/11		0		0		18497850

				⑫補 ホ		付設備		【資産振替】高エネ研(東海）MLF－BL実験施設新営電気設備工事		共同研-J-PARC-21①05 NEDO蓄電池-神山崇-備品費		2/1/11		0		0		12054000

				⑫自 ジ		付設備		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設新営エレベーター設備工事		受託研費-J-PARC-間接・特別経費-東海宿泊施設		12/28/10		0		0		7371000

				⑫自 ジ		付設備		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設新営機械設備工事		受託研費-J-PARC-間接・特別経費-東海宿泊施設		12/28/10		0		0		24998400

				⑫自 ジ		付設備		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設新営電気設備工事		受託研費-J-PARC-間接・特別経費-東海宿泊施設		12/28/10		0		0		25074000

				⑫自 ジ		付設備		【予算修正】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設新営電気設備工事		受託研費-J-PARC-間接・特別経費-東海宿泊施設		3/31/11		0		0		-25074000

				⑫自 ジ		付設備		【予算修正】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設新営機械設備工事		受託研費-J-PARC-間接・特別経費-東海宿泊施設		3/31/11		0		0		-24998400

				⑫補 ホ		移設撤去		【資産振替】高エネ研(東海）MLF－BL実験施設新営工事		共同研-J-PARC-21①05 NEDO蓄電池-神山崇-備品費		2/1/11		0		0		1617000

				⑫補 ホ		移設撤去		【資産振替】高エネ研(東海）MLF－BL実験施設新営機械設備工事		共同研-J-PARC-21①05 NEDO蓄電池-神山崇-備品費		2/1/11		0		0		927150

				○新増改築費合計（外部資金、自己収入等） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ ガイブ シキン ジコ シュウニュウ トウ														350,565,600

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設（ダンピングリング施設）設備設計業務		収見合-施設部-特別経費-ダンピングリング設計		3/25/11		0		0		7665000		（株）ピーエーシー

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設（ダンピングリング施設）設計業務		収見合-施設部-特別経費-ダンピングリング設計		3/25/11		0		0		51555000		（株）オリエンタルコンサルタンツ 茨城事務所

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研（東海）ヘリウム液化機棟設計業務		雑収入-J-PARC-間接・J-PARC-ヘリウム液化機棟		8/3/10		0		0		2835000		（株）横須賀満夫建築設計事務所

				○設計業務費等合計 セッケイ ギョウム ヒ トウ ゴウケイ														62,055,000





				○復旧・復興関連合計 フッキュウ フッコウ カンレン ゴウケイ														0



								高エネ研Ｄ10電源棟等外壁シーリング打替えその他工事 ナド タ		15029700

								高エネ研KEKBトンネル等構内交換設備改修工事 ナド コウナイ コウカン セツビ コウジ		23730000

								高エネ研電子陽電子加速器実験準備棟等屋上防水改修その他工事 コウ ケン デンシ ヨウデンシ カソクキ ジッケン ジュンビ トウ ナド オクジョウ ボウスイ カイシュウ タ コウジ		18522000

								高エネ研MR・3C,9C搬入棟屋上防水改修その他工事 コウ ケン ハンニュウ トウ オクジョウ ボウスイ カイシュウ タ コウジ		3718300







平成23年度

		区分 クブン		項目№ コウモク		形態別科目		件名		予算名称(細目レベル)		日付		無効額		見込額		済額		債主名称		契約方式		未払金伝票仕訳日		決議書担当者		決議書使用者		決議書納入期限

		長 チョウ		①		建物		高エネ研計算機北棟第２マシン室内装改修工事		運交金-計算セ-電子計算機経費-大型システム更新		11/16/11		0		0		3,517,500		（株）近藤工務店

		-		①		建物		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟風除室取設工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-設備等更新・改修費		11/17/11		0		0		2,373,000		(株)カタオカエンジニアリング

		-		①		建物		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟玄関庇取設工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-設備等更新・改修費		2/20/12		0		0		777,000		鈴木ガラス

		長 チョウ		①		建物		高エネ研３号館女子トイレ改修工事		収見合-機構共通-3号館女子トイレ増設工事(裁量)-工事費		10/27/11		0		0		1,333,500		池田建装（株）

		P		①		建物		高エネ研KEKBテント倉庫新営工事		共同研-加三・四-実験施設整備費(間接)-KEKBテントハウス整備		10/25/11		0		0		47,092,500		太陽工業㈱東京本社

		長 チョウ		①		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設テント倉庫建設予定地伐採業務		運交金-施設部-テント倉庫用敷地造成(裁量)-工事関連経費		12/8/11		0		0		4,200,000		不二造園土木（株）

		長 チョウ		①		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設テント倉庫新営工事地盤調査		運交金-施設部-テント倉庫用敷地造成(裁量)-工事関連経費		1/18/12		0		0		325,500		応用地質（株）茨城支店

		長 チョウ		①		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設テント倉庫新営その他工事		運交金-施設部-テント倉庫用敷地造成(裁量)-工事関連経費		3/21/12		0		0		8,984,850		松本建設㈱　（前金口）

		-		①		建設仮		【資産振替】高エネ研吾妻２丁目801,802棟風呂釜等取替工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/23/12		0		0		-4,400,000

		-		①		建設仮		【課税修正】高エネ研吾妻２丁目801,802棟風呂釜等取替工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/23/12		0		0		0

		-		①		建設仮		【備品登録修正】高エネ研吾妻2丁目801,802棟風呂釜等取替工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/23/12		0		0		-4,400,000

		-		①		建設仮		【備品登録修正】高エネ研吾妻2丁目801,802棟風呂釜等取替工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/23/12		0		0		4,400,000

		P		①		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設テント倉庫新営その他工事		共同研-加三・四-実験施設整備費(間接)-KEKBテントハウス整備		3/21/12		0		0		11,910,150		松本建設㈱　（前金口）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館３階３０３号室内装改修工事		運交金-素核研-理論センター-物件費-共通(基盤)		5/10/11		0		0		357,000		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研2号館605室等電話回線移設その他工事		運交金-素核研-理論センター-物件費-共通(基盤)		7/14/11		0		0		22,050		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR実験準備棟玄関電気錠取設工事		運交金-放一・二-PF共同利用-共通		4/1/11		0		0		94,500		つくばキーセンター　澤邉久輝

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF研究棟１階光学素子準備室電気錠切替工事		運交金-放一・二-PF共同利用-タンパク		2/1/12		0		0		151,200		鈴木ガラス

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟コンピューターグラフィックス室床改修工事		運交金-放一・二-PF共同利用-構造生物準備室		2/10/12		0		0		819,000		（株）近藤工務店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟１階管理区域鋼製扉改修工事		運交金-ミュオン-ミュオン(研究施設)-ミュオン共通		11/10/11		0		0		392,700		鈴木ガラス

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研2号館605室等電話回線移設その他工事		運交金-加施設長-事務室経費(基盤)-事務室		7/14/11		0		0		30,450		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器実験準備棟シリンダー錠交換他工事		運交金-加施設長-事務室経費(基盤)-事務室		10/27/11		0		0		15,120		つくばキーセンター　澤邉久輝

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研1号館202室等電話設備改修工事		運交金-加施設長-加速器共通(基盤)-物件費		5/19/11		0		0		14,700		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟電子銃室他塗床補修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-加速管2		8/3/11		0		0		685,650		（有）ケミカ

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ加速器準備棟南西側アルミ製建具補修工事		運交金-加七-PS維持(大強度)-物件費		4/27/11		0		0		75,600		鈴木ガラス

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟工作室洗面台取替工事		運交金-加七-光源運転経費-光源第1グループ		9/29/11		0		0		63,000		昭和管工事（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂第1コンプレッサー棟量水器取替工事		運交金-加七-卓上シンクロトロン経費(基盤)-物件費		7/20/11		0		0		17,850		高橋興業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PSリニアック高周波実験棟シリンダー交換工事		運交金-加七-PS維持（H22大強度）-物件費		4/1/11		0		0		13,650		つくばキーセンター　澤邉久輝

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ11電源棟屋外電源ヤード (1) ケーブルピット改修工事		運交金-加三・四-B運転(Bファク-設備)-KEKB共通		9/20/11		0		0		798,000		（株）近藤工務店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKB高度化施設大穂実験棟実験架台電気設備工事		運交金-加三・四-B運転(Bファク-設備)-KEKB共通		10/25/11		0		0		1,102,500		（有）森田電気商会

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢトンネル筑波直線部塗床改修工事		運交金-加三・四-B運転(Bファク-設備)-KEKB共通		10/26/11		0		0		2,415,000		（有）ケミカ

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研BTトンネル頂盤樋取設工事		運交金-加三・四-B運転(Bファク-設備)-KEKB共通		9/7/11		0		0		210,000		（株）近藤工務店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・9SM5棟他脱出口鋼製建具改修工事		運交金-加三・四-B運転(Bファク-設備)-KEKB施設・安全		10/28/11		0		0		1,260,000		鈴木ガラス

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・6C搬入棟GPS観測孔取設工事		運交金-加三・四-B運転(Bファク-設備)-マグネット		9/16/11		0		0		357,000		興和建業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKB地区中央監視設備RST盤電源モジュールその他取替工事		運交金-加三・四-KEKB共通(基盤)-物件費		11/2/11		0		0		892,500		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ・ＲＩ廃水処理施設ＲＩ排水制御盤マグネットスイッチ取替工事		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		12/1/11		0		0		22,050		（株）須藤電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研化学実験棟１階天井内スクラバー排水管漏水修理工事		運交金-放射セ-環境安全(PF)-水質検査		5/11/11		0		0		199,500		カンキ工業（有）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研化学実験棟屋上スクラバー装置排水管漏水修理工事		運交金-放射セ-環境安全(PF)-水質検査		9/20/11		0		0		210,000		（株）楠原管工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研化学実験棟屋上スクラバー装置給水管漏水修理工事		運交金-放射セ-環境安全(PF)-水質検査		10/13/11		0		0		69,300		（株）楠原管工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟第2マシン室天井下地補修工事		運交金-計算セ-電子計算機経費-施設整備		4/11/11		0		0		52,500		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟電気室扉等改修工事		運交金-計算セ-電子計算機経費-施設整備		11/15/11		0		0		504,000		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟108号室他建具改修工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(H22一般)-施設整備		4/1/11		0		0		167,790		（株）塚本建装

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟第2マシン室水冷空調機用電源取設その他工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(H22一般)-共通経費		4/1/11		0		0		2,100,000		（株）協和エレックス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２低温棟111室ルームエアコン取替工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(基盤)-実験室整備安全		5/17/11		0		0		365,400		山田空調設備（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２低温棟104室他内装改修工事　一式		運交金-低温セ-超伝導低温経費(基盤)-実験室整備安全		5/16/11		0		0		934,500		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研2号館605室等電話回線移設その他工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(基盤)-実験室整備安全		7/14/11		0		0		23,100		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１低温棟実験盤（EX-9）ブレーカ取替工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(基盤)-実験室整備安全		10/12/11		0		0		19,950		（株）須藤電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第1低温棟実験室内装改修その他工事　		運交金-低温セ-超伝導低温経費(H22一般)-実験室整備安全		4/1/11		0		0		995,400		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研2号館605室等電話回線移設その他工事		運交金-機工セ-工作工場経費(基盤)-雑役務費		7/14/11		0		0		23,100		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１工作棟給湯器取替工事		運交金-機工セ-工作工場経費(基盤)-機械系保守		7/7/11		0		0		100,800		筑波学園ガス（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟１２２－２室ルームエアコン取替工事		運交金-機工セ-工作工場経費(基盤)-機械系保守		9/8/11		0		0		346,500		（株）楠原管工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研開発共用棟実験準備室北側出入口シリンダー交換工事		運交金-機工セ-工作工場経費(基盤)-機械系保守		11/29/11		0		0		47,250		つくばキーセンター　澤邉久輝

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研6SM4補助機械棟等水銀灯用安定器交換その他工事		運交金-施設部-運転-電気		5/20/11		0		0		430,500		（有）森田電気商会

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKB地区等サブ変電所改修工事		運交金-施設部-運転-電気		6/27/11		0		0		593,250		（有）森田電気商会

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF地区等ハンドホール改修その他工事		運交金-施設部-運転-電気		7/19/11		0		0		657,300		（株）須藤電気商会

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF実験準備棟等高所照明器具交換その他工事		運交金-施設部-運転-電気		8/31/11		0		0		315,000		（株）協和エレックス

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研サブ変電所S-403変圧器絶縁油交換		運交金-施設部-運転-電気		9/7/11		0		0		68,250		（財）関東電気保安協会茨城事業本部

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟等非常照明用バッテリー交換その他工事		運交金-施設部-運転-電気		9/29/11		0		0		856,800		（有）森田電気商会

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKBトンネル実験盤コンセント取替その他工事		運交金-施設部-運転-電気		10/12/11		0		0		445,200		（株）須藤電気商会

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟西側集合盤電力量計取替工事		運交金-施設部-運転-電気		11/2/11		0		0		258,300		（株）須藤電気商会

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研AR低温実験棟実験盤漏電遮断器取替工事		運交金-施設部-運転-電気		11/30/11		0		0		42,000		(有)菊田電気工事

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ特高変電所直流電源設備蓄電池取替工事		運交金-施設部-運転-電気		12/14/11		0		0		2,394,000		（株）東芝　ソリューション営業第二部

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中央変電所受変電設備補修塗装工事		運交金-施設部-運転-電気		1/19/12		0		0		976,500		美野里塗防工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS特高変電所自家発電設備配管補修工事		運交金-施設部-運転-電気		1/30/12		0		0		151,200		（有）佐藤管理工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS特高変電所No.3変圧器絶縁油漏油補修工事		運交金-施設部-運転-電気		1/26/12		0		0		987,000		東芝電機サービス(株)

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中央変電所地下ピット用換気扇その他取替工事		運交金-施設部-運転-電気		1/27/12		0		0		544,950		（有）信濃電設

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ特高変電所碍子洗浄装置制御盤等補修塗装工事		運交金-施設部-運転-電気		2/15/12		0		0		112,560		美野里塗防工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ５電源棟制御室実験盤改修工事		運交金-施設部-運転-電気		3/5/12		0		0		159,600		（有）信濃電設

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ東実験棟空気調和機(AE-AC-2)冷温水コイル修理		運交金-施設部-運転-機械		5/11/11		0		0		196,350		（株）東洋製作所筑波営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲトンネル排水管漏水修理工事		運交金-施設部-運転-機械		6/23/11		0		0		50,400		（有）佐藤管理工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟等空調機(ＴＢ-ＡＣ-1)サイクリーナーその他修理		運交金-施設部-運転-機械		6/6/11		0		0		802,200		進和テック（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ電源棟等天井クレーンコンクリート補修工事		運交金-施設部-運転-機械		7/4/11		0		0		157,500		（株）近藤工務店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン市水バイパス管取替その他工事		運交金-施設部-運転-機械		6/9/11		0		0		630,000		（株）楠原管工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3SM1補助機械棟空調機(3SM1-AF-1)ｻｲｸﾘｰﾅｰ修理		運交金-施設部-運転-機械		6/6/11		0		0		867,300		進和テック（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光ﾍﾘｳﾑ圧縮機用冷却塔散水ﾎﾟﾝﾌﾟ(№2)取替工事		運交金-施設部-運転-機械		6/20/11		0		0		115,500		東洋プラント工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR西実験棟空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（CH-2）整備		運交金-施設部-運転-機械		7/14/11		0		0		4,707,150		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北西実験棟空冷ヒートポンプチリングユニット（CH-4）圧縮機整備		運交金-施設部-運転-機械		7/21/11		0		0		2,793,000		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その４）		運交金-施設部-運転-機械		7/15/11		0		0		976,500		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ８電源棟市水受水槽(№2)防波管溶接修理工事		運交金-施設部-運転-機械		7/21/11		0		0		126,000		（株）ベルテクノ　関東営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ARﾄﾝﾈﾙ他ED排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(DP-10-1、2)用漏電ﾌﾞﾚｰｶその他取替工事		運交金-施設部-運転-機械		7/25/11		0		0		92,400		（株）須藤電気商会

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟等採水口パッキン取替工事		運交金-施設部-運転-機械		7/29/11		0		0		42,000		（株）楠原管工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その５）		運交金-施設部-運転-機械		8/23/11		0		0		985,950		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ電源棟排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(M7-DP-1)取替工事		運交金-施設部-運転-機械		8/11/11		0		0		177,450		東洋プラント工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢ地区空気管漏洩修理工事		運交金-施設部-運転-機械		7/5/11		0		0		940,800		カンキ工業（有）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－４バーナファン他点検修理		運交金-施設部-運転-機械		8/29/11		0		0		420,000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波第１ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ棟密閉式膨張水槽用安全弁取替工事		運交金-施設部-運転-機械		9/2/11		0		0		75,600		（株）楠原管工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ２電源棟北側屋外排水管修理工事		運交金-施設部-運転-機械		10/17/11		0		0		94,500		（有）佐藤管理工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟密閉式膨張水槽(NM-EXPT-1)用安全弁取替工事		運交金-施設部-運転-機械		10/11/11		0		0		210,000		（株）楠原管工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験棟女子トイレ他換気扇取替工事		運交金-施設部-運転-機械		11/7/11		0		0		147,000		（有）佐藤管理工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟１階機械室排風機(ＦＭ-ＥＦ-4)取替工事		運交金-施設部-運転-機械		11/7/11		0		0		703,500		東洋プラント工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟機械室温水２次ポンプ(TM-HP-4-2)取替工事		運交金-施設部-運転-機械		10/25/11		0		0		504,000		カンキ工業（有）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ南実験棟他レベルスイッチその他取替工事		運交金-施設部-運転-機械		11/9/11		0		0		868,350		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３ＳＭ１補助機械棟排水ポンプ盤制御回路取替工事		運交金-施設部-運転-機械		11/9/11		0		0		890,400		（株）東邦製作所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ地区屋内消火水槽漏水溶接修理工事		運交金-施設部-運転-機械		10/25/11		0		0		147,000		森松工業（株）北関東営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光機械棟空調用温度・湿度センサ－取替工事		運交金-施設部-運転-機械		11/9/11		0		0		900,900		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟天井クレーン（70/10ｔ）用無線機交換		運交金-施設部-運転-機械		11/29/11		0		0		3,832,500		宇部テクノエンジ（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟空冷式密閉形冷却塔（ＣＴ－２）整備		運交金-施設部-運転-機械		11/17/11		0		0		6,160,728		空研工業（株）東京支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ西実験棟トンネル純水CT-1系統空気式３方弁（電磁弁部）取替工事		運交金-施設部-運転-機械		11/9/11		0		0		199,500		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ変電所屋外北側汚水ポンプ(ＡＲ-ＤＰ-101-1)取替工事		運交金-施設部-運転-機械		10/19/11		0		0		999,600		（株）楠原管工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ南実験棟空調用温度・湿度センサ－取替工事		運交金-施設部-運転-機械		12/5/11		0		0		974,400		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟天井クレーン（70/15ｔ）他無線機交換		運交金-施設部-運転-機械		12/6/11		0		0		4,620,000		㈱日立プラントメカニクス関東支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子用電子加速器コントロール棟電気給湯器修理		運交金-施設部-運転-機械		11/7/11		0		0		69,216		㈱日本イトミック

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟Ｄ１側１階トイレ排水管漏水修理工事		運交金-施設部-運転-機械		12/9/11		0		0		127,050		（有）佐藤管理工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中性子中間子ビームライントンネルＲＩ排水ポンプ(ﾌﾞｰｽﾀｰDP-1-2)取替工事		運交金-施設部-運転-機械		12/16/11		0		0		323,400		（有）佐藤管理工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟等クレーン整備		運交金-施設部-運転-機械		11/1/11		0		0		955,500		（株）神内電機製作所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波トンネル直線部クレーン（１０ｔ）整備		運交金-施設部-運転-機械		12/13/11		0		0		555,450		三菱電機ＦＡ産業機器（株）東日本支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟他圧力扇（EF-6-1）その他取替工事		運交金-施設部-運転-機械		12/16/11		0		0		241,500		東洋プラント工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ７電源棟等クレーン整備		運交金-施設部-運転-機械		1/11/12		0		0		995,400		（株）神内電機製作所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン冷凍機(RB-2)用冷水流量計取替工事		運交金-施設部-運転-機械		1/19/12		0		0		651,000		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ北実験棟空気調和機(AN-AC-4)用サイクリーナ修理		運交金-施設部-運転-機械		1/20/12		0		0		770,700		進和テック（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射光研究施設光源棟パッケージ形空調機ORAC-2圧縮機取替		運交金-施設部-運転-機械		1/25/12		0		0		582,750		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ブースター電源棟等クレーン整備		運交金-施設部-運転-機械		1/11/12		0		0		997,500		（株）神内電機製作所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟機械室冷水二次ポンプ取替工事		運交金-施設部-運転-機械		2/6/12		0		0		2,026,500		カンキ工業（有）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光機械棟等排水ポンプ盤制御回路取替工事		運交金-施設部-運転-機械		1/24/12		0		0		890,400		（株）東邦製作所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ北実験棟空調用温度・湿度センサ－取替工事		運交金-施設部-運転-機械		2/1/12		0		0		928,200		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟地下４階雑排水ポンプ(DP-5)取替工事		運交金-施設部-運転-機械		2/14/12		0		0		345,450		（有）佐藤管理工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ南実験棟空気調和機(AS-AC-5)用サイクリーナ修理		運交金-施設部-運転-機械		2/10/12		0		0		441,000		進和テック（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光冷凍機Ｒ－１温水フローセンサー交換		運交金-施設部-運転-機械		2/7/12		0		0		178,500		（株）前川製作所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ南実験棟純水ポンプ(PWP-1-2)制御盤インバーター改修		運交金-施設部-運転-機械		12/19/11		0		0		989,100		（株）東邦製作所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ東実験棟冷却塔(CT-1-2)制御盤インバーター改修		運交金-施設部-運転-機械		12/1/11		0		0		980,700		（株）東邦製作所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ南実験棟純水ポンプ(ＰＷＰ－1－1)制御盤インバーター改修		運交金-施設部-運転-機械		11/30/11		0		0		997,500		（株）東邦製作所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ東実験棟冷却塔(CT-1-1)制御盤インバーター改修		運交金-施設部-運転-機械		10/25/11		0		0		999,600		（株）東邦製作所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ８電源棟純水補給水ポンプ(FM-BP-7-1)用圧力タンク取替工事		運交金-施設部-運転-機械		11/24/11		0		0		756,000		荏原テクノサーブ（株）つくば営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟１階機械室排風機(TM-EF-4)取替工事		運交金-施設部-運転-機械		2/24/12		0		0		745,500		（株）楠原管工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟１階シャワー室手洗い器水栓漏水その他修理		運交金-施設部-運転-機械		3/9/12		0		0		322,350		高橋興業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟地下４階雑排水ポンプ(DP-5-2)取替工事		運交金-施設部-運転-機械		3/14/12		0		0		153,300		（有）佐藤管理工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ実験準備棟屋上冷却塔(ＣＴ－１)ボールタップ取替工事		運交金-施設部-運転-機械		3/15/12		0		0		31,500		（株）楠原管工業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ１０電源棟冷却塔(NP-CT-1)用散水ポンプ(№3)取替工事		運交金-施設部-運転-機械		3/15/12		0		0		169,050		（株）楠原管工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器実験準備棟タラップ等塗替えその他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/27/11		0		0		483,000		興和建業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟加速管組立室他屋上補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		5/9/11		0		0		147,000		興和建業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員会館1階レストラン建具補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		5/10/11		0		0		19,950		つくばキーセンター　澤邉久輝

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟搬入ヤード電動シャッター補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		5/20/11		0		0		283,500		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟荷解室（２）屋上防水改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		6/13/11		0		0		997,500		興和建業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF入射器棟等ステンレス製建具補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		6/6/11		0		0		560,700		鈴木ガラス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター共同利用支援室アルミサッシ補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		7/4/11		0		0		367,500		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟北側アルミ製建具補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		7/5/11		0		0		33,600		鈴木ガラス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター玄関床タイル補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		7/26/11		0		0		52,500		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館344号室ガラス製建具補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		7/15/11		0		0		409,500		鈴木ガラス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟大実験室屋上ドレン改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		8/3/11		0		0		462,000		興和建業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研　食堂　風除室雨漏れ補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		8/29/11		0		0		89,250		柳澤工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１低温棟マシン室屋上防水工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		9/15/11		0		0		756,000		興和建業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・９ＳＭ５他鋼製建具補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		9/27/11		0		0		67,200		鈴木ガラス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光特高変電棟配管架台補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		9/29/11		0		0		136,500		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館１階喫煙室天井補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		10/28/11		0		0		47,250		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階屋上設備基礎塗膜防水その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		10/17/11		0		0		970,200		興和建業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ電源棟実験準備室西側鋼製建具補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		10/4/11		0		0		732,900		鈴木ガラス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階階段室他雨漏補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		10/28/11		0		0		976,500		興和建業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館３２２号室網戸取付工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		10/17/11		0		0		35,280		ツクバメンテナンス（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟屋上防水シート補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		10/24/11		0		0		989,100		興和建業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館ブラインドシャッター補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		10/11/11		0		0		76,650		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲＤ１電源棟シャッター修理工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		11/10/11		0		0		360,150		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館自動ドア吊車交換その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		11/21/11		0		0		329,700		ナブコシステム（株）つくば営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ﾌﾞｰｽﾀｰﾀﾞﾝﾌﾟ搬入口遮蔽扉中継ボックス等取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		11/8/11		0		0		654,150		（株）イトーキ　

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟健康相談室鋼製建具補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		12/1/11		0		0		554,400		鈴木ガラス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北東実験棟雨漏り補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		12/12/11		0		0		917,700		興和建業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟・研究棟渡り廊下雨漏り補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		1/10/12		0		0		987,000		興和建業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟１階化学試料準備室雨漏り補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		1/31/12		0		0		997,500		興和建業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射線試料測定棟東側出入口フロアヒンジ交換その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		2/13/12		0		0		304,500		鈴木ガラス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ電源棟Ｍ７機械室南東側鋼製建具改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		2/1/12		0		0		726,600		鈴木ガラス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館等建具改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		3/9/12		0		0		266,700		鈴木ガラス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ８電源棟等シャッター補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		2/22/12		0		0		172,200		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟等和室畳交換その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		3/7/12		0		0		781,200		池田建装（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器コントロール棟計算機室自動ドア装置交換その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		3/6/12		0		0		843,150		ナブコシステム（株）つくば営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研開発共用棟屋根ＦＲＰ部分防水補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		3/1/12		0		0		976,500		興和建業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階計算機室床補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		3/12/12		0		0		73,500		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟東側出入口ガラス交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		2/9/12		0		0		55,650		池田建装（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟会議室床補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		3/2/12		0		0		308,700		古谷建設（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研1号館202室等電話設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		5/19/11		0		0		43,050		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館2～7階照明器具配線改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		7/13/11		0		0		472,500		メイデン（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｓ－３６０サブ変電所変圧器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		7/19/11		0		0		254,100		（株）須藤電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟エレベーター設備モータ取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		9/9/11		0		0		1,260,000		日本オーチス・エレベータ（株）関東支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区等サブ変電所改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		7/12/11		0		0		807,450		（有）信濃電設

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館3階323室等多機能電話取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		9/20/11		0		0		430,500		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射性廃棄物第2保管棟前ハンドホール補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		10/12/11		0		0		189,000		（株）須藤電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館6階廊下非常照明器具交換その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		10/20/11		0		0		303,450		(有)菊田電気工事

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟２階玄関・風除室等電灯設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		11/10/11		0		0		289,800		メイデン（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟等テレビ共同受信設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		10/11/11		0		0		474,600		飯村電設（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟天井照明ランプ取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		11/21/11		0		0		154,350		（有）森田電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟等誘導灯その他改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		12/5/11		0		0		856,800		（株）須藤電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟放送設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		12/7/11		0		0		312,900		サン電気通信

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ地区構内交換設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		12/16/11		0		0		236,000		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館等非常用照明設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		12/6/11		0		0		911,400		メイデン（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ特高変電棟構内無線中継制御器修理業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		10/6/11		0		0		220,500		日本テクニカル・サービス（株）東関東支社

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館等照明器具安定器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		1/5/12		0		0		519,750		高橋興業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟サブ変電所S-6LBS取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		12/26/11		0		0		194,250		（株）協和エレックス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟等非常用照明設備その他改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		1/10/12		0		0		916,650		（有）森田電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟第1会議室等電話回線取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		12/22/11		0		0		75,600		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟等感知器取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		2/3/12		0		0		279,300		能美防災(株) 茨城支社

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟廊下等電灯設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		1/25/12		0		0		542,850		㈱後藤電設

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館等誘導灯その他改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		2/9/12		0		0		882,000		飯村電設（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館廊下電灯設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		1/24/12		0		0		695,100		メイデン（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟等誘導灯取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		3/14/12		0		0		903,000		（株）須藤電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館エレベーター機械室等換気扇他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		3/8/12		0		0		126,000		（有）森田電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館等エレベータ設備地震管制信号出力接点取設工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		2/13/12		0		0		245,700		日本オーチス・エレベータ（株）関東支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館等エレベータ設備地震管制信号他出力接点取設工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		2/10/12		0		0		404,250		東芝エレベータ（株）東関東支社

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター広報室等スピーカ取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		2/14/12		0		0		230,160		サン電気通信

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中央受電棟火災受信機取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		2/3/12		0		0		448,350		能美防災(株) 茨城支社

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研インフォメーションセンター防災監視システム修理		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		3/12/12		0		0		63,000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢ地区構内ＰＨＳ基地局取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		3/13/12		0		0		976,500		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟火災受信機取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		3/1/12		0		0		735,000		能美防災(株) 茨城支社

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ルームエアコン修理		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		4/25/11		0		0		924,000		日本空調サービス（株）筑波支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ルームエアコン修理（その２）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		4/28/11		0		0		455,700		日本空調サービス（株）筑波支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟施設部給湯室給水管修理その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		6/2/11		0		0		383,250		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館地下ﾋﾟｯﾄ排水ポンプ(ＤＰ－３－２)取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		6/2/11		0		0		252,000		東洋プラント工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ５電源棟屋外消火栓ゴムパッキン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		6/10/11		0		0		35,175		（株）前沢設備

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳエネセン他受水槽その他溶接修理工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		6/22/11		0		0		115,500		昭和管工事（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ加速器準備棟男子便所換気扇取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		5/30/11		0		0		129,150		東洋プラント工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ地区最終汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ流量記録計取替		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		6/10/11		0		0		299,250		太陽計測（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１工作棟屋外消火栓弁軸取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		6/27/11		0		0		81,900		（株）前沢設備

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区井水受水槽溶接修理工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		6/28/11		0		0		88,200		昭和管工事（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２低温棟１０３室ルームエアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		7/8/11		0		0		241,500		（株）楠原管工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ特高変電棟東側屋外消火配管取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		7/7/11		0		0		1,722,000		東洋プラント工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ルームエアコン修理（その３）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		7/19/11		0		0		361,200		日本空調サービス（株）筑波支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ特高変電棟ドレン管取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		7/19/11		0		0		241,500		（株）楠原管工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館１階シャワー室シャワー水栓取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		8/26/11		0		0		42,630		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射性試料測定棟西側排水ポンプ取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		9/2/11		0		0		271,950		東洋プラント工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階東側女子便所洗面台給水管他修理工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		9/8/11		0		0		73,500		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ルームエアコン修理（その４）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		9/1/11		0		0		870,450		日本空調サービス（株）筑波支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟地下ﾋﾟｯﾄ排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(DP-5-1,2)取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		9/5/11		0		0		265,650		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館3Ｆ洗面所排水詰まり修理その他		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		9/26/11		0		0		633,150		高橋興業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ルームエアコン修理（その５）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		10/5/11		0		0		767,550		日本空調サービス（株）筑波支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟等屋外消火栓ゴムパッキン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		10/11/11		0		0		115,500		（株）前沢設備

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ加速器南実験棟男子トイレ給排水管修理工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		10/24/11		0		0		405,300		（株）前沢設備

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研１号館南側共同溝内排水管修理工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		11/7/11		0		0		116,550		昭和管工事（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研化学実験棟前共同溝内湧水ポンプ(DP-3-3)取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		12/16/11		0		0		115,500		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟共同溝ガス警報ユニット（№51,53）取替		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		1/6/12		0		0		525,000		光明理化学工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２低温棟１０７室ルームエアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		1/11/12		0		0		298,200		日本空調サービス（株）筑波支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館２階給湯室電気温水器用ボールタップ取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		1/6/12		0		0		54,075		昭和管工事（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員会館レストラン事務室ルームエアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		1/23/12		0		0		193,200		（株）楠原管工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟３階流し台排水詰まりその他修理		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		1/26/12		0		0		344,400		高橋興業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射性試料測定棟西側排水ポンプ(№1,2)逆止弁取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		2/13/12		0		0		131,250		東洋プラント工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟施設部長室空調機取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		2/13/12		0		0		614,250		日本空調サービス（株）筑波支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館２階女子トイレ洗浄便座取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		2/27/12		0		0		121,170		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研若森倉庫東側汚水管修理その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		3/9/12		0		0		229,950		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階女子トイレ手洗い器排水詰まり修理その他		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		3/9/12		0		0		50,400		高橋興業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ルームエアコン修理（その６）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		3/7/12		0		0		945,000		日本空調サービス（株）筑波支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ物理第３収納庫北側屋外消火栓取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		3/7/12		0		0		378,000		（株）前沢設備

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟２階給湯室給水管修理工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		3/16/12		0		0		55,650		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン屋外消火栓ポンプ用流量計取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		3/15/12		0		0		165,900		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館　雨漏り修繕工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		7/5/11		0		0		402,150		（株）三共建設

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館１１５号室他雨漏れ補修工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		11/21/11		0		0		913,500		東康建設工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館　地下１階廊下排水ピット蓋取設工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		1/6/12		0		0		207,900		東康建設工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海１号館各所建具補修工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		2/29/12		0		0		282,450		東康建設工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海1号館外部ピロティ天井補修工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		3/23/12		0		0		36,750		東康建設工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館玄関　軒とい取設工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		3/1/12		0		0		252,000		東康建設工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館等煙感知器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		7/11/11		0		0		99,750		能美防災(株) 茨城支社

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）1号館等コモンスペース照明用センサー改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		12/26/11		0		0		181,440		金沢産業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）放射線測定棟等電話用ケーブルその他工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		11/9/11		0		0		56,280		金沢産業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館高圧受変電所雨水ポンプ取替工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		10/24/11		0		0		2,184,000		日本空調サービス（株）筑波支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構内誘導灯・非常用照明器具改修工事		運交金-施設部-消防設備整備費(裁量)-修繕費		1/30/12		0		0		6,804,000		㈱後藤電設

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研特別高圧架空ジャンパー線切断・接続工事		運交金-施設部-受電設備修理関連経費(裁量)-工事費		11/24/11		0		0		672,228		東京電力㈱　茨城支店土浦支社

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－１バーナー交換		運交金-施設部-運転(H22特別)-機械		4/1/11		0		0		556,500		パナソニック産機システムズ(株)

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟空冷式密閉形冷却塔（CT-3）整備		運交金-施設部-運転(H22特別)-機械		4/1/11		0		0		6,220,578		空研工業（株）東京支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研光源棟通路床補修工事		運交金-施設部-工事雑役(H22一般)-建築(つくば)		4/1/11		0		0		451,500		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS入射器棟遮蔽扉補修工事		運交金-施設部-工事雑役(H22一般)-建築(つくば)		4/1/11		0		0		139,650		（株）イトーキ　

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン他シャッター改修工事		運交金-施設部-工事雑役(H22一般)-建築(つくば)		4/1/11		0		0		974,400		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・3C,9C搬入棟屋上防水改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(H22一般)-建築(つくば)		4/1/11		0		0		922,700		興和建業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・6SM4補助機械棟等高所照明設備ランプ取替工事		運交金-施設部-工事雑役(H22一般)-電気(つくば)		4/1/11		0		0		197,400		（有）森田電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF研究棟等エレベーター設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(H22一般)-電気(つくば)		4/1/11		0		0		987,000		日本オーチス・エレベータ（株）関東支店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研食堂下膳コーナー壁撤去工事		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		4/18/11		0		0		294,000		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研食堂カウンターシャッター修理工事		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		6/1/11		0		0		564,900		（株）LIXIL鈴木シャッター　つくば出張所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研プール洗眼水栓等取替工事		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		6/22/11		0		0		200,550		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研プールシャワー室壁塗装改修工事		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		6/9/11		0		0		94,500		（株）近藤工務店

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研2号館605室等電話回線移設その他工事		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		7/14/11		0		0		69,300		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟企画室床上配線改修工事		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		6/27/11		0		0		89,250		（株）須藤電気商会

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研食堂他ガスメーター取替工事		運交金-管理局-管理運営費-職員厚生費		10/12/11		0		0		216,720		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目718-1宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/4/11		0		0		24,885		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-805宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/8/11		0		0		308,700		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目802-203宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/6/11		0		0		10,500		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-204宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/4/11		0		0		496,965		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-407宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/6/11		0		0		5,250		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目802-403宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/6/11		0		0		331,905		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎802-403浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/15/11		0		0		63,420		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎801-402風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/22/11		0		0		154,350		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目804-303宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/25/11		0		0		200,550		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目807-705宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/9/11		0		0		99,750		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目811-4宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/16/11		0		0		9,450		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎805-202風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/2/11		0		0		19,603		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目811号棟屋外給水管漏水修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/9/11		0		0		79,380		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目801-402宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/9/11		0		0		26,250		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎804-303浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/16/11		0		0		63,420		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-107宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/6/11		0		0		150,675		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-716宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/15/11		0		0		11,550		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-507宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/9/11		0		0		8,400		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-405宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/20/11		0		0		23,835		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目706-201宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/7/11		0		0		33,600		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目801-203宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/7/11		0		0		10,500		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目807-708宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/7/11		0		0		61,845		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-1009宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/7/11		0		0		297,150		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目803-102宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/7/11		0		0		26,250		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目807-501宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/20/11		0		0		23,835		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-1202宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/25/11		0		0		36,540		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目704-201宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/7/11		0		0		11,550		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-1005宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/9/11		0		0		17,850		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201号棟209号室トイレ配水管修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/29/11		0		0		23,835		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806号棟屋外配水管つまり修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/24/11		0		0		39,690		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201号棟109号室台所給水管修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/24/11		0		0		50,400		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704棟共用照明器具取替補修		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/9/11		0		0		53,550		（株）司電工

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎801-401風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/27/11		0		0		19,603		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1009風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/4/11		0		0		37,915		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1009宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/11/11		0		0		6,300		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-103宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/5/11		0		0		26,523		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-401宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/11/11		0		0		32,067		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201棟宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/28/11		0		0		34,650		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-605宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/7/11		0		0		59,430		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目804-303宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/28/11		0		0		10,500		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1203宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/1/11		0		0		133,245		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-715宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/1/11		0		0		9,450		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-104宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/1/11		0		0		11,550		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-102宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/10/11		0		0		143,955		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎807-105風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/29/11		0		0		29,011		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎811-8給湯器交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/8/11		0		0		322,350		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-607宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/4/11		0		0		74,865		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目宿舎704-102給湯器修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/5/11		0		0		23,100		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎806-104風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/9/11		0		0		29,043		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎805-803風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/1/11		0		0		164,850		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎806-103風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/1/11		0		0		164,850		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-204宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/29/11		0		0		90,615		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801棟802棟浴室給水管補修		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/29/11		0		0		912,093		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-102宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/29/11		0		0		53,550		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-102宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		7/29/11		0		0		10,500		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-508宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/17/11		0		0		32,854		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-106宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/31/11		0		0		172,147		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806棟306室前共用廊下照明器具取替補修		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/20/11		0		0		14,910		（株）司電工

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-209給湯器・浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/13/11		0		0		420,000		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-604宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/1/11		0		0		4,200		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-803宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/31/11		0		0		440,475		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-103宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/31/11		0		0		243,600		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-707宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/29/11		0		0		5,775		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-204宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/29/11		0		0		57,540		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-704宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		10/7/11		0		0		35,280		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎805-403室内階段照明器具取替補修		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		10/5/11		0		0		13,230		（株）司電工

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811-5宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		10/18/11		0		0		81,270		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-414宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/1/11		0		0		60,480		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-406宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/16/11		0		0		500,062		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎806-301風呂釜交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		10/12/11		0		0		164,850		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎805-406給湯器･浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		10/21/11		0		0		420,000		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-406宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/7/11		0		0		27,720		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目宿舎724給湯器交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/4/11		0		0		312,900		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-505宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		9/27/11		0		0		61,393		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-404宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		10/4/11		0		0		32,970		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-101宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/10/11		0		0		149,730		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎805-1210給湯器･浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		10/25/11		0		0		420,000		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801,802棟風呂釜等取替工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/24/11		0		0		409,500		カンキ工業（有）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎801-101風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/2/11		0		0		17,062		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎８０１号棟他浴室塗装改修工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/20/11		0		0		4,305,000		（株）塚本建装

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-709宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/22/11		0		0		11,970		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目宿舎807-106風呂釜修理		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/12/11		0		0		19,603		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目721宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/21/11		0		0		615,090		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-706宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/16/11		0		0		4,200		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目706-201宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/29/11		0		0		114,975		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-203宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/14/11		0		0		68,880		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目宿舎721給湯器交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/15/11		0		0		121,800		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-204宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/11/12		0		0		322,350		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-204宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/8/11		0		0		58,380		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-302宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/14/11		0		0		195,688		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-106宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/10/12		0		0		66,328		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1003宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/10/12		0		0		60,028		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目宿舎722給湯器交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/15/11		0		0		121,800		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研807-1階・201-2階防火扉修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/16/12		0		0		48,300		鈴木ガラス

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-606宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/7/11		0		0		12,180		（株）司電工

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-610宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/10/11		0		0		7,560		（株）司電工

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟4F共用灯修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/26/11		0		0		13,650		（株）司電工

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目宿舎718給湯器交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/8/12		0		0		121,800		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目721宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/17/12		0		0		114,450		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-501宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/25/12		0		0		4,725		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-702宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/25/12		0		0		89,355		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-104宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/10/12		0		0		382,095		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-204宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/10/12		0		0		488,040		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎804-104給湯器・浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/3/12		0		0		294,000		カンキ工業（有）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻地区宿舎消火器不具合修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/18/12		0		0		43,050		能美防災(株) 茨城支社

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703棟宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/24/12		0		0		55,440		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811-8宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/6/12		0		0		30,870		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎805-204給湯器・浴槽交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/6/12		0		0		420,000		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目725棟宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/30/12		0		0		65,520		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目705号棟宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/15/12		0		0		115,920		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-305宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/25/12		0		0		548,625		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-210宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/10/12		0		0		308,700		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-608宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/27/12		0		0		138,075		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-614宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/27/12		0		0		88,200		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-617宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/27/12		0		0		8,925		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目720宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/2/12		0		0		187,320		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-414宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/6/12		0		0		149,100		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-314宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/6/12		0		0		38,850		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-206宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/12/12		0		0		338,100		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎807-104宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/14/12		0		0		502,635		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎807-109宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/14/12		0		0		656,040		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-207宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/19/12		0		0		160,650		赤塚工業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-216宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/19/12		0		0		318,150		赤塚工業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-512宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/19/12		0		0		248,850		赤塚工業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-710漏水修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/6/12		0		0		27,720		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目705棟,703棟給水管修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/2/12		0		0		486,255		サンコー（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目722宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/12/11		0		0		819,105		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎802-404宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/14/12		0		0		805,980		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-403宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/14/12		0		0		325,080		（有）三田建設工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803号棟屋上雨漏れ修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		2/10/12		0		0		70,350		（株）塚本建装

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-201宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/17/12		0		0		73,500		（株）塚本建装

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		【備品登録修正】高エネ研吾妻2丁目801,802棟風呂釜等取替工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/23/12		0		0		222,050

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		【備品登録修正】高エネ研吾妻2丁目801,802棟風呂釜等取替工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/23/12		0		0		-222,050

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（真砂寮外来棟）ガス設備交換工事　		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		10/27/11		0		0		355,530		日本瓦斯（株）茨城営業所　（振込用）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		太田団地宿舎営繕工事（Ａ棟204、403号室）		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		1/6/12		0		0		346,500		東康建設工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研車庫東側更衣室電気温水器取替工事		運交金-管理局-管理運営費(H22一般)-雑役務費		4/1/11		0		0		871,500		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF研究棟等廊下照明改修工事		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		10/5/11		0		0		2,646,000		㈱後藤電設

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟研究室等照明改修工事		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		10/21/11		0		0		961,800		メイデン（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館他建具改修工事		運交金-機構共通-東海運営費(H22一般)-共通		4/1/11		0		0		913,500		東康建設工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟空気管漏洩修理その他工事		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-ATF/ATF2		5/23/11		0		0		693,000		カンキ工業（有）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導・低温・真空実験棟コンプレッサー室シリンダー交換工事		運交金-先端-レーザー科学(先端)-物件費		5/23/11		0		0		15,750		つくばキーセンター　澤邉久輝

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホールビームダンプテント屋根補修工事		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		1/6/12		0		0		840,000		東康建設工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン電源棟手洗い水栓取替工事		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費(実験室設備)		9/27/11		0		0		56,700		（株）シミズ空調サービス

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）放射線測定棟内線電話設定		運交金-J-PARC-放射線(大強度)-放射線管理		11/18/11		0		0		17,115		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）第2脱出棟屋外設備架台基礎下空洞充填工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		1/27/12		0		0		99,540		不二造園土木（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第2設備棟遮蔽扉補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		1/27/12		0		0		67,200		昭和建設（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MRﾄﾝﾈﾙ入射部導水樋取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		2/15/12		0		0		409,500		東康建設工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）第2搬入棟シャッター他補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		2/16/12		0		0		991,200		三和シャッター工業（株）水戸営業所

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海１号館各所建具補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		2/29/12		0		0		158,550		東康建設工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）構内PHS設定他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		6/28/11		0		0		248,325		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟等入退室管理設備メモリ保持用バッテリー交換工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		10/18/11		0		0		93,450		パナソニック電工エンジニアリング㈱東京支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ入域管理棟エレベーターバッテリー取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		12/19/11		0		0		105,315		東芝エレベータ（株）東関東支社

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）1号館等コモンスペース照明用センサー改修その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		12/26/11		0		0		200,760		金沢産業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）放射線測定棟等電話用ケーブルその他工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		11/9/11		0		0		149,205		金沢産業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟中央監視RST盤モジュール取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		1/24/12		0		0		225,750		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟廊下等照明用センサー取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		1/26/12		0		0		399,000		金沢産業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		 高エネ研（東海）中央制御棟空調機（ＡＣＰ－５）冷媒漏れ修理		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		8/10/11		0		0		159,600		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験施設冷却塔（CT-HM1-1）他下部水槽漏水修理		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		9/5/11		0		0		383,250		空研工業（株）東京支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロンホール南側便所汚水管等漏水修理工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		9/7/11		0		0		462,000		（株）シミズ空調サービス

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟空調機冷媒漏れ等修理		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		9/9/11		0		0		367,500		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第２機械棟冷却塔排水管支持金物改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		10/18/11		0		0		109,200		㈱タケムラ

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）長尺ビームライン空調機（ＡＣＰ－４）圧縮機取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		11/15/11		0		0		309,750		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第２機械棟チラードレンパン塗装補修		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		11/25/11		0		0		424,200		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟純水４系統冷却水温度センサー取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		10/31/11		0		0		66,150		ジョンソンコントロールズ㈱つくば営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第１電源棟冷却水往圧力発信器取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		10/14/11		0		0		441,000		日本電技（株）つくば支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟純水補給水弁取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		9/22/11		0		0		333,900		日本電技（株）つくば支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟純水ヘッダーバイパス管改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		12/8/11		0		0		4,620,000		（株）サンプラント

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟純水５系統中間冷却水エア抜き弁取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		1/6/12		0		0		214,200		（株）サンプラント

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第１設備棟薬注装置（YTU-NM1-1）修理		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		12/26/11		0		0		113,400		アクアス(株)つくば営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第2設備棟等ホット機械室機器架台開口部塞ぎ工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		1/11/12		0		0		451,500		第一鉄工(株)

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第2機械棟純水4系統中間冷却水温度センサー取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		1/12/12		0		0		66,150		日本電技（株）つくば支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第1電源棟純水補給水弁取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		1/12/12		0		0		315,000		日本電技（株）つくば支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟中間冷却水配管支持架台改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		2/1/12		0		0		420,000		（株）サンプラント

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟屋外圧送汚水管漏水修理工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		2/1/12		0		0		336,000		（株）サンプラント

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）Ｄ１・Ｄ２サブトンネル空調機取設		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		9/14/11		0		0		601,650		日本空調サービス（株）筑波支店

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験準備棟系統給水管保温改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		2/27/12		0		0		225,750		（株）サンプラント

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ入域管理棟門形クレーン（４０ｔ）塗装工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		2/29/12		0		0		549,150		美野里塗防工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟薬注装置（ＹＴＵ-Ｍ３-１）修理		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		3/5/12		0		0		177,450		アクアス(株)つくば営業所

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）Ｍ３冷却塔（CT-M3-1)補給水管漏水修理工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		3/2/12		0		0		23,100		（株）シミズ空調サービス

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟純水ポンプストレーナ点検台取付工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		3/7/12		0		0		420,000		第一鉄工(株)

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）２号館内装等補修工事		運交金-J-PARC-J運営費(基盤)-共通		9/6/11		0		0		819,000		東康建設工業（株）

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）２号館西側給湯室給湯器修理		運交金-J-PARC-J運営費(基盤)-共通		12/5/11		0		0		42,000		（株）エレミック

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海２号館安全講習室扉補修工事		運交金-J-PARC-J運営費(基盤)-共通		12/1/11		0		0		115,500		東康建設工業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）太田団地C棟303号室便所洗浄管漏水修理工事		運交金-J-PARC-宿泊運営・東海(基盤）-太田団地		11/30/11		0		0		10,500		㈱タケムラ

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）みの内住宅Ａ－７棟便所補給水管漏水修理工事		運交金-J-PARC-宿泊運営・東海(基盤）-みのうち住宅		1/6/12		0		0		23,100		㈱タケムラ

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）２号館11・12号室空調機（ACP-11）他修理		運交金-J-PARC-J運営費(H22大強度)-Ｊセンター共通		4/1/11		0		0		451,500		日本空調サービス（株）筑波支店

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設共用棟１階シャワー室他換気扇取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		4/4/11		0		0		69,300		（有）佐藤管理工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設３号棟２０９室ユニットバスシャワー水栓取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		4/11/11		0		0		55,020		（有）佐藤管理工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設４号棟３１３室ユニットバス換気扇取換工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		5/30/11		0		0		40,950		東洋プラント工業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設３号棟３０９室ユニットバスシャワー水栓取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		7/12/11		0		0		72,450		東洋プラント工業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設共用棟シャワーブース扉改修工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		7/20/11		0		0		64,050		（株）近藤工務店

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設3号棟ユニットバスノブ交換工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		7/15/11		0		0		28,350		（株）近藤工務店

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ｂ・Ｃ号棟網戸取設工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		7/7/11		0		0		793,800		鈴木ガラス

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設１号棟等屋外ブラケット取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		9/7/11		0		0		107,100		（株）協和エレックス

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設共用棟シャワー室シャワー用部品取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		10/4/11		0		0		51,555		（株）エムエス　つくば営業所

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設A棟201室・301室流し台排水詰まり修理その他		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		10/13/11		0		0		63,000		高橋興業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟他ガスメーター取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		10/12/11		0		0		113,400		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館6階廊下非常照明器具交換その他工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		10/20/11		0		0		7,350		(有)菊田電気工事

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設3号棟303室他ユニットバス換気扇取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		1/10/12		0		0		81,270		（有）佐藤管理工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設３号棟１０２室他ユニットバス換気扇取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		2/13/12		0		0		91,560		（有）佐藤管理工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設３号棟２０６室ユニットバス混合水栓取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		3/9/12		0		0		56,910		（有）佐藤管理工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設３号棟１０８室ユニットバス混合水栓取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		3/14/12		0		0		56,910		（有）佐藤管理工業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設２号棟２階女子トイレ大便器排水詰まりその他修理		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		3/9/12		0		0		117,600		高橋興業（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設４号棟２階誘導灯改修工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		3/21/12		0		0		28,350		メイデン（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設B号棟カーペット張替工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-設備等更新・改修費		10/7/11		0		0		997,500		(株)岡崎商店

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ｃ号棟１０４号室給湯器取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-設備等更新・改修費		10/18/11		0		0		148,050		筑波学園ガス（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟他談話室内装改修工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-設備等更新・改修費		1/30/12		0		0		850,500		(株)岡崎商店

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設２号棟他談話室塗装改修工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-設備等更新・改修費		2/2/12		0		0		204,750		（株）塚本建装

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設共用棟風除室電灯設備改修工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-設備等更新・改修費		1/10/12		0		0		132,300		メイデン（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ｃ号棟カーペット張替え工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-設備等更新・改修費		11/28/11		0		0		995,400		(株)岡崎商店

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟等談話室模様替電気設備工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-設備等更新・改修費		1/24/12		0		0		938,700		メイデン（株）

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟他談話室模様替空調設備工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-設備等更新・改修費		12/16/11		0		0		955,500		カンキ工業（有）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館５階女子トイレ改修機械設備工事		収見合-機構共通-3号館女子トイレ増設工事(裁量)-工事費		11/4/11		0		0		848,400		カンキ工業（有）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館5階女子便所改修電気設備工事		収見合-機構共通-3号館女子トイレ増設工事(裁量)-工事費		11/4/11		0		0		186,900		メイデン（株）

		P		①		付設備		高エネ研体育館シャワー室排風機取替工事		雑収入-機構共通-福利厚生施設(間接・裁量)-備品整備経費		4/1/11		0		0		843,150		（有）佐藤管理工業

		P		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子入射器棟電子銃他塗床補修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-加速管2		8/3/11		685,650		0		0		（有）ケミカ

		-		①		建物及び附帯設備保守費		太田団地宿舎営繕工事（Ａ棟３０３号室）		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		3/12/12		0		0		94,500		東康建設工業（株）

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール他雨水排水応急対応工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		7/15/11		0		0		357,000		東康建設工業（株）

		長 チョウ		①		その他修繕費		高エネ研レストラン東側鋼製建具取替工事		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		6/2/11		0		0		623700		鈴木ガラス

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研4号館233, 235室屋内機（GHP用）取付け		運交金-物長-共通経費(基盤)-物件費		2/20/12		0		0		997500		日新設備（株）

				①修繕費合計 シュウゼンヒ ゴウケイ														283,306,368

				②		環境整備		高エネ研ＰＦ実験準備棟周辺雨水排水管清掃工事		収見合-機構共通-PF光源棟駐車場(裁量)-工事経費		4/1/11		0		0		988050		(株)カタオカエンジニアリング

				②		環境整備		高エネ研PF実験準備棟等仮設駐車場取設工事		収見合-機構共通-PF光源棟駐車場(裁量)-工事経費		4/1/11		0		0		1837500		(株)カタオカエンジニアリング

				②		環境整備		高エネ研共同利用宿泊施設共用棟補食室排水管清掃		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		12/5/11		0		0		44100		（有）佐藤管理工業

				②		環境整備		高エネ研サッカー場南側汚水管洗浄清掃		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		11/2/11		0		0		134400		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ヘリウム液化機棟クレーン定期自主検査		運交金-J-PARC-低温(大強度)-物件費		11/8/11		0		0		103,950		（株）アトックス

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/11		0		0		2,367,750		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研北カウンターホールクレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		9/14/11		0		0		1,551,501		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)ターゲットステーションRI 排気フィルター取替		運交金-J-PARC-放射線(大強度)-放射線廃棄物処理		5/6/11		0		0		626,850		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟等ＲＩ排気フィルター取替		運交金-J-PARC-放射線(大強度)-放射線廃棄物処理		1/24/12		0		0		997,500		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）第2機械棟サブトンネル導水樋他清掃業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		9/7/11		0		0		73,500		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央制御棟等仮設発電機運転業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		8/19/11		0		0		541,800		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）５０ＧｅＶ変電所高圧配電盤停復電操作その他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		8/24/11		0		0		363,300		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）特高変電所定期点検に伴う仮設発電機運転業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		9/30/11		0		0		850,500		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）J-PARC全所停電に伴う停復電操作その他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		10/5/11		0		0		449,400		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）大強度陽子加速器施設クレーン保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		4/1/11		0		0		12,075,000		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）実験冷却水設備点検		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		11/16/11		0		0		991,200		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲトンネル他クレーン月例点検		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		8/22/11		0		0		675,150		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）Ｍ１純水冷却水水抜き・水張り作業他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		3/1/12		0		0		590,100		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟地下2階ピット及び側溝清掃業務		運交金-J-PARC-東海維持(H22大強度)-建築		4/1/11		0		0		142,170		（株）アトックス　東海営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研サブ変電所S-303変圧器絶縁油微量PCB混入調査その他		運交金-施設部-運転-電気		9/22/11		0		0		231,000		（株）協和エレックス

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研スクリュー冷凍機OM-R-2，4、TM-R-4保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/11		0		0		3,622,500		（株）神戸製鋼所機械事業部門圧縮機事業部冷熱・エネルギー部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子入射器棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/11		0		0		15,225,000		（株）神内電機製作所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１０電源棟循環圧縮機室クレーン整備		運交金-施設部-運転-機械		7/25/11		0		0		112,350		（株）神内電機製作所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＥＲＬ開発棟等クレーン整備		運交金-施設部-運転-機械		11/11/11		0		0		987,000		（株）神内電機製作所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士機械棟等スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/11		0		0		5,355,000		（株）前川製作所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光機械棟スクリュー冷凍機Ｒ－１整備		運交金-施設部-運転-機械		6/29/11		0		0		6,562,500		（株）前川製作所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士機械棟スクリュー冷凍機Ｒ－１整備		運交金-施設部-運転-機械		11/17/11		0		0		9,870,000		（株）前川製作所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟等消火充水槽(FT-2)内面防錆その他工事		運交金-施設部-運転-機械		2/8/12		0		0		735,000		（株）前沢設備

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区等純水ポンプ整備		運交金-施設部-運転-機械		6/17/11		0		0		4,725,000		（株）増田鉄工場東京支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研給水施設清掃等保守点検（職員宿舎）		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/22/11		0		0		742,035		（株）中城

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区他空気調和機整備		運交金-施設部-運転-機械		7/11/11		0		0		5,817,000		（株）東洋製作所筑波営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセン給気ﾌｧﾝ(Ｍ6-Ｆ-1)整備		運交金-施設部-運転-機械		7/29/11		0		0		205,800		（株）東洋製作所筑波営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＡＲ西実験棟空気調和機(ＡＷ-ＡＣ-２)整備		運交金-施設部-運転-機械		1/19/12		0		0		241,500		（株）東洋製作所筑波営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区等空気調和機整備		運交金-施設部-運転-機械		2/6/12		0		0		2,310,000		（株）東洋製作所筑波営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２後期点検		運交金-施設部-運転-機械		11/25/11		0		0		609,000		（株）日立ビルシステム東関東支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		4/1/11		0		0		567,000		（株）日立ビルシステム東関東支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセン冷凍機（ＲＢ－２）整備		運交金-施設部-運転(H22特別)-機械		4/1/11		0		0		2,362,500		（株）日立ビルシステム東関東支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/11		0		0		3,790,500		（株）日立プラントテクノロジー　クレーンシステム営業本部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研Ｄ８電源棟機械室計装用空気源装置(FM-COMP-1)他点検整備		運交金-施設部-運転-機械		9/12/11		0		0		707,700		（株）日立産機システム　筑波サービスステーション

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備（日光変電所）点検整備		運交金-施設部-運転-電気		7/5/11		0		0		6,405,000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研KEKB地区中央監視装置点検保守		運交金-施設部-運転-電気		7/19/11		0		0		8,820,000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研構内防災監視システム装置保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		9/5/11		0		0		577,500		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央監視装置点検保守		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		7/29/11		0		0		4,305,000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部

				②		建物及び附帯設備保守費		職員宿舎維持管理業務（４月分）　一式		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/1/11		0		0		355,250		（財）茨城住宅管理協会

				②		建物及び附帯設備保守費		職員宿舎維持管理業務（5月分）　一式		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/1/11		0		0		355,250		（財）茨城住宅管理協会

				②		建物及び附帯設備保守費		職員宿舎維持管理業務（6月分）　一式　		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/1/11		0		0		355,250		（財）茨城住宅管理協会

				②		建物及び附帯設備保守費		職員宿舎維持管理業務（7月分）　一式		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/1/11		0		0		355,250		（財）茨城住宅管理協会

				②		建物及び附帯設備保守費		職員宿舎維持管理業務（8月分）　一式		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/1/11		0		0		355,250		（財）茨城住宅管理協会

				②		建物及び附帯設備保守費		職員宿舎維持管理業務（9月分）　一式		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/1/11		0		0		355,250		（財）茨城住宅管理協会

				②		建物及び附帯設備保守費		職員宿舎維持管理業務（10月分）　一式		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/1/11		0		0		355,250		（財）茨城住宅管理協会

				②		建物及び附帯設備保守費		職員宿舎維持管理業務（11月分）　一式		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/1/11		0		0		355,250		（財）茨城住宅管理協会

				②		建物及び附帯設備保守費		職員宿舎維持管理業務（12月分）　一式		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/1/11		0		0		355,250		（財）茨城住宅管理協会

				②		建物及び附帯設備保守費		職員宿舎維持管理業務（1月分）　一式		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/1/11		0		0		355,250		（財）茨城住宅管理協会

				②		建物及び附帯設備保守費		職員宿舎維持管理業務（2月分）　一式		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/1/11		0		0		355,250		（財）茨城住宅管理協会

				②		建物及び附帯設備保守費		職員宿舎維持管理業務（3月分）　一式		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/1/11		0		0		355,250		（財）茨城住宅管理協会

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研サブ変電所等点検整備		運交金-施設部-運転-電気		7/5/11		0		0		43,680,000		（財）関東電気保安協会茨城事業本部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		7/29/11		496,650		0		0		（財）関東電気保安協会茨城事業本部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		7/29/11		0		0		496,650		（財）関東電気保安協会茨城事業本部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		7/29/11		3,178,350		0		0		（財）関東電気保安協会茨城事業本部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		7/29/11		0		0		3,178,350		（財）関東電気保安協会茨城事業本部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）５０ＧｅＶ変電所特高変圧器絶縁油分析		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		7/15/11		0		0		87,150		（財）関東電気保安協会茨城事業本部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区電源棟圧力扇フィルター取替		運交金-施設部-運転-機械		4/11/11		0		0		630,000		（有）佐藤管理工業

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子加速器コントロ－ル棟湯沸室排水管清掃		運交金-施設部-運転-機械		1/12/12		0		0		56,700		（有）佐藤管理工業

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研構内電話交換機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		4/1/11		0		0		997,500		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研純水精製装置保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/11		0		0		992,250		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟他純水精製装置(PWU-2-1、2)樹脂等取替		運交金-施設部-運転-機械		11/21/11		0		0		642,600		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ３機械室純水精製装置(M3-PWU-C-1,2)樹脂取替		運交金-施設部-運転-機械		2/14/12		0		0		266,700		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）純水精製装置等保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		4/1/11		0		0		562,800		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第１設備棟純水精製装置樹脂取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		9/26/11		0		0		232,050		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２電源棟純水精製装置樹脂取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		11/4/11		0		0		645,540		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟純水精製装置樹脂取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		1/13/12		0		0		645,540		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）放送設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		10/20/11		0		0		921,900		TOAエンジニアリング（株）　東京営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）放送設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(H22大強度)-電気		4/1/11		0		0		618,450		TOAエンジニアリング（株）　東京営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研３号館等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		4/1/11		0		0		945,000		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研吾妻地区宿舎昇降機設備保全業務		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/1/11		0		0		3,402,000		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/11		0		0		4,987,500		エムイーシーエンジニアリングサービス（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研交通信号機保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		4/1/11		0		0		138,600		オムロンフィールドエンジニアリング㈱

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ-ＡＲ南実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/11		0		0		7,140,000		コネクレーンズ（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＭＲ・Ｄ５電源棟クレーン（４．５ｔ）整備		運交金-施設部-運転-機械		10/31/11		0		0		94,500		コネクレーンズ（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研吾妻４丁目201-311宿舎修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/21/12		0		0		11,970		サンコー（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホールビームダンプ開閉テント点検業務		運交金-J-PARC-東海維持(H22大強度)-建築		4/1/11		0		0		149,940		ツクバメンテナンス（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		5/26/11		0		0		110,775		トーセツ（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研放送設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		4/1/11		0		0		1,155,000		パナソニックシステムネットワークス（株）　関越社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセン冷凍機（ＲＢ－３）整備		運交金-施設部-運転-機械		6/30/11		0		0		2,205,000		パナソニック産機システムズ(株)

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセン冷凍機（ＲＢ－１）整備		運交金-施設部-運転-機械		12/21/11		0		0		2,152,500		パナソニック産機システムズ(株)

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－１，３後期点検		運交金-施設部-運転-機械		12/16/11		0		0		630,000		パナソニック産機システムズ(株)

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－１,３後期点検その他		運交金-施設部-運転(H22特別)-機械		4/1/11		0		0		706,230		パナソニック産機システムズ(株)

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネルギーセンター等自家発電設備点検整備		運交金-施設部-運転-電気		10/25/11		0		0		3,780,000		ヤンマーエネルギーシステム（株）東京支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/11		0		0		4,068,750		宇部テクノエンジ（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区純水ポンプモ－タ－整備		運交金-施設部-運転-機械		11/17/11		0		0		3,417,750		荏原テクノサーブ（株）つくば営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＮＵ２設備ヤード冷水ポンプ（ＰＣ-ＴＳ-１０-１）整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		2/27/12		0		0		162,750		荏原テクノサーブ（株）つくば営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－４後期点検		運交金-施設部-運転-機械		1/17/12		0		0		660,450		荏原冷熱システム（株）千葉営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）２号館男子便所小便器洗浄用ストレーナー清掃		運交金-J-PARC-J運営費(基盤)-共通		3/16/12		0		0		10,500		㈱タケムラ

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟純水ポンプ（ＰＣＤ－ＨＭ１－３－２）整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		11/10/11		0		0		3,045,000		㈱荏原由倉ハイドロテック

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区計装用空気源装置点検整備		運交金-施設部-運転-機械		8/8/11		0		0		1,520,400		共和プラント工業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセン冷却塔(CT-4)送風機軸受交換		運交金-施設部-運転-機械		6/27/11		0		0		677,250		空研工業（株）東京支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端計測実験棟ガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		6/7/11		0		0		214,200		光明理化学工業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂第１コンプレッサー棟冷却塔清掃		運交金-加七-卓上シンクロトロン経費(基盤)-物件費		9/22/11		0		0		23,100		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研変電設備定期点検に伴う操作等		運交金-施設部-運転-電気		9/1/11		0		0		976,500		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF変電所No.1変圧器活線浄油機異常調査その他		運交金-施設部-運転-電気		9/7/11		0		0		871,500		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研Ｓ－５０２非常用電力（Ｑ）５１ＧＬ調査その他		運交金-施設部-運転-電気		9/30/11		0		0		245,700		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研Ｓ－２０２実験動力盤（Ⅱ）５１ＧＬ調査その他		運交金-施設部-運転-電気		3/1/12		0		0		311,850		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区他実験冷却水設備試運転その他業務		運交金-施設部-運転-機械		7/22/11		0		0		843,150		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ入射器コントロール棟男子トイレ大便器排水詰まり修理その他		運交金-施設部-運転-機械		9/2/11		0		0		915,600		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区他実験冷却水設備試運転その他業務		運交金-施設部-運転-機械		9/12/11		0		0		837,900		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端加速器試験棟男子トイレ手洗い器排水詰まり修理その他		運交金-施設部-運転-機械		8/10/11		0		0		987,000		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研Ｄ８電源棟男子トイレ大便器洗浄弁漏水その他修理		運交金-施設部-運転-機械		10/26/11		0		0		940,800		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子加速器ｺﾝﾄﾛｰﾙ棟女子トイレ大便器排水詰まり修理その他		運交金-施設部-運転-機械		11/25/11		0		0		993,300		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟２階流し台排水詰まり修理その他		運交金-施設部-運転-機械		12/16/11		0		0		999,600		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟Ｄ２側男子トイレ大便器排水詰まりその他修理		運交金-施設部-運転-機械		1/16/12		0		0		934,500		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研構内シャッター点検業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		5/9/11		0		0		357,000		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研１号館北西側扉不良調査その他業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		5/2/11		0		0		259,350		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研ＰＦ電源棟扉異音修理その他業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		7/1/11		0		0		178,500		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研放射線管理棟玄関内扉電気錠動作不良調査その他業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		10/3/11		0		0		92,400		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研ＰＦ研究棟１階電気錠動作不良修理その他業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		3/7/12		0		0		82,950		高橋興業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）純水製造装置保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		4/1/11		0		0		3,780,000		三浦工業（株）水戸営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研純水製造装置(FM-PWU-2)保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/11		0		0		760,200		三浦工業（株）土浦営業所

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ光源棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/11		0		0		6,300,000		三菱電機ＦＡ産業機器（株）東日本支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波トンネル直線部クレーン（１０ｔ）整備		運交金-施設部-運転-機械		7/29/11		0		0		351,750		三菱電機ＦＡ産業機器（株）東日本支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備（大穂変電所）点検整備		運交金-施設部-運転-電気		7/5/11		0		0		7,665,000		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区インバータ点検整備		運交金-施設部-運転-機械		6/17/11		0		0		987,000		志賀計装（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研北カウンターホール天井クレーン（３０ｔ／１５ｔ）自動制御機器整備		運交金-施設部-運転-機械		9/1/11		0		0		4,830,000		住友重機械搬送システム(株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＳ地区共同溝等ガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		5/31/11		0		0		334,530		新コスモス電機（株）東日本支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PS特高変電棟自家発電設備点検整備		運交金-施設部-運転-電気		10/25/11		0		0		2,310,000		新潟原動機（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ガスヒートポンプ空調設備保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/11		0		0		1,774,500		筑波学園ガス（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研竹園３丁目宿舎704-201給湯器交換		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		8/2/11		0		0		121,800		筑波学園ガス（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研出入管理設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		4/1/11		0		0		2,604,000		中央電子（株）　サービス事業部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）出入管理設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		4/1/11		90,300		0		0		中央電子（株）　サービス事業部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）出入管理設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		4/1/11		0		0		90,300		中央電子（株）　サービス事業部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）出入管理設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		4/1/11		79,800		0		0		中央電子（株）　サービス事業部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）出入管理設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		4/1/11		0		0		79,800		中央電子（株）　サービス事業部

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MRトンネル導水樋清掃業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		10/18/11		0		0		147,000		東康建設工業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研４号館等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		4/1/11		0		0		1,499,400		東芝エレベータ（株）東関東支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟等昇降機設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		4/1/11		1,864,800		0		0		東芝エレベータ（株）東関東支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟等昇降機設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		4/1/11		0		0		1,864,800		東芝エレベータ（株）東関東支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟等昇降機設備保全業務		収見合-J-PARC-宿泊運営（東海）-東海ドミトリー		4/1/11		466,200		0		0		東芝エレベータ（株）東関東支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟等昇降機設備保全業務		収見合-J-PARC-宿泊運営（東海）-東海ドミトリー		4/1/11		0		0		466,200		東芝エレベータ（株）東関東支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備（中央変電所等）点検整備		運交金-施設部-運転-電気		7/5/11		0		0		35,700,000		東芝電機サービス(株)

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF地区中央監視装置点検保守		運交金-施設部-運転-電気		7/14/11		0		0		3,444,000		東芝電機サービス(株)

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）特別高圧受変電設備（５０ＧｅＶ変電所）点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		8/4/11		0		0		13,020,000		東芝電機サービス(株)

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PS特高変電所等地下タンク貯蔵所漏洩点検		運交金-施設部-運転-電気		11/29/11		0		0		675,150		日振工発（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PS特高変電所等地下タンク貯蔵所漏洩点検		運交金-施設部-運転(H22特別)-電気		4/1/11		0		0		945,000		日振工発（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		4/1/11		0		0		6,296,850		日本エレベーター製造（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		4/1/11		0		0		3,679,200		日本オーチス・エレベータ（株）関東支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研無線設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		5/25/11		0		0		493,500		日本テクニカル・サービス（株）東関東支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ電源棟押込型冷却塔(M7-PCT-C2)整備		運交金-施設部-運転-機械		7/11/11		0		0		7,770,000		日本ビー・エー・シー（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研構造生物実験準備棟培養室全熱交換器整備		運交金-放一・二-PF共同利用-共通		11/8/11		0		0		64,050		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波機械棟スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/11		0		0		1,953,000		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/11		0		0		21,000,000		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備		運交金-施設部-運転-機械		4/25/11		0		0		877,800		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その２）		運交金-施設部-運転-機械		5/6/11		0		0		422,100		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その３）		運交金-施設部-運転-機械		6/21/11		0		0		850,500		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その６）		運交金-施設部-運転-機械		10/13/11		0		0		952,350		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その７）		運交金-施設部-運転-機械		11/30/11		0		0		975,450		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その８）		運交金-施設部-運転-機械		1/20/12		0		0		983,850		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その９）		運交金-施設部-運転-機械		2/14/12		0		0		796,950		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その１０）		運交金-施設部-運転-機械		3/9/12		0		0		420,000		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機その他保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		4/1/11		0		0		12,075,000		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央制御棟他空調機整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		11/17/11		0		0		777,000		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟他空調機整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		12/5/11		0		0		514,500		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第２機械棟チラー冷凍機油取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		1/18/12		0		0		655,200		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟チラー冷凍機油取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		1/30/12		0		0		655,200		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟チラーファンモーター取替他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		2/1/12		0		0		657,300		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟チラー冷凍機油取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		12/26/11		0		0		546,000		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研スクリュー冷凍機OM-R-1，3、TM-R-3保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/11		0		0		2,100,000		日本熱源システム（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		4/1/11		20,349,000		0		0		能美防災(株) 茨城支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		4/1/11		0		0		20,349,000		能美防災(株) 茨城支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		4/1/11		804,300		0		0		能美防災(株) 茨城支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		4/1/11		0		0		804,300		能美防災(株) 茨城支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(H22一般)-電気(つくば)		4/1/11		0		0		6,100,500		能美防災(株) 茨城支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/1/11		1,228,500		0		0		能美防災(株) 茨城支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/1/11		0		0		1,228,500		能美防災(株) 茨城支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		4/1/11		2,692,200		0		0		能美防災(株) 茨城支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		4/1/11		0		0		2,692,200		能美防災(株) 茨城支社

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）スイッチヤードクレーン点検		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		5/12/11		0		0		262,500		飛島建設（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）Ｊ－ＰＡＲＣ構内道路周辺草刈業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		6/22/11		0		0		966,000		不二造園土木（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）RNB実験準備棟浄化槽維持管理業務		運交金-素核研-短寿命核-物件費(研究施設)		11/22/11		0		0		21,000		富士企業（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研純水製造装置(FM-PWU-1)保守点検		運交金-施設部-運転-機械		4/1/11		0		0		808,500		平成理研（株）

				②		建物及び附帯設備保守費		平成23年度実験排水浄化施設維持管理費		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		3/23/12		0		0		-252,367

				②		消耗品		ラッチ弁　他		運交金-施設部-運転-機械		7/25/11		0		0		13020		（株）INAXメンテナンス　北関東営業所

				②		消耗品		ラッチ弁　他		運交金-施設部-運転-機械		8/10/11		0		0		12495		（株）INAXメンテナンス　北関東営業所

				②		消耗品		電源基板		運交金-施設部-運転-機械		8/24/11		0		0		12600		（株）INAXメンテナンス　北関東営業所

				②		消耗品		リモコンキット		運交金-施設部-運転-機械		9/12/11		0		0		14700		（株）INAXメンテナンス　北関東営業所

				②		消耗品		便器洗浄ハンドル　他		運交金-施設部-運転-機械		2/28/12		0		0		21000		（株）INAXメンテナンス　北関東営業所

				②		消耗品		リモコンキット		運交金-施設部-運転-機械		3/13/12		0		0		14000		（株）INAXメンテナンス　北関東営業所

				②		消耗品		ハロゲンランプ　他		運交金-施設部-運転-電気		5/24/11		0		0		460320		（株）イメージ工房

				②		消耗品		メタルハライドランプ　他		運交金-施設部-運転-電気		7/8/11		0		0		283526		（株）イメージ工房

				②		消耗品		水銀灯　他		運交金-施設部-運転-電気		9/15/11		0		0		80850		（株）イメージ工房

				②		消耗品		LEDビームランプ　他		運交金-施設部-運転-電気		10/28/11		0		0		864675		（株）イメージ工房

				②		消耗品		蛍光ランプ　他		運交金-施設部-運転-電気		3/23/12		0		0		568995		（株）イメージ工房

				②		消耗品		蛍光ランプ　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		11/17/11		0		0		86625		（株）イメージ工房

				②		消耗品		蛍光ランプ		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		3/7/12		0		0		12642		（株）イメージ工房

				②		消耗品		光電センサー		運交金-施設部-運転-機械		7/5/11		0		0		16433		（株）エムエス　つくば営業所

				②		消耗品		センサー部　他		運交金-施設部-運転-機械		7/26/11		0		0		20633		（株）エムエス　つくば営業所

				②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転-機械		7/28/11		0		0		90814		（株）サイサン　つくば営業所

				②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転-機械		9/6/11		0		0		73237		（株）サイサン　つくば営業所

				②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転-機械		10/7/11		0		0		52731		（株）サイサン　つくば営業所

				②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転-機械		12/26/11		0		0		102532		（株）サイサン　つくば営業所

				②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転-機械		3/8/12		0		0		26365		（株）サイサン　つくば営業所

				②		消耗品		蛍光ランプ　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		8/4/11		0		0		274680		（株）つくば照明サービス

				②		消耗品		メディアコンバータ用ＡＣアダプター　12個		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		11/11/11		0		0		60480		（株）つくば照明サービス

				②		消耗品		安全弁		運交金-施設部-運転-機械		9/1/11		0		0		56700		（株）前川製作所

				②		消耗品		高エネ研KEKB地区中央監視装置用部品		運交金-施設部-運転-電気		6/30/11		0		0		567000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部

				②		消耗品		（東海）中央監視装置盤内交換部品　一式		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		7/1/11		0		0		252000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部

				②		消耗品		中央監視装置用ハードディスク　1台		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		9/1/11		0		0		126000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部

				②		消耗品		中央監視装置内監視端末他用ハードディスク　一式		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		1/16/12		0		0		126000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部

				②		消耗品		窒素ガス		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		1/25/12		0		0		14647		(株)巴商会 東海営業所

				②		消耗品		イオン交換樹脂		運交金-施設部-運転-機械		2/16/12		0		0		87360		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部

				②		消耗品		図面青焼き・A4横折（高エネ研KEKB高度化施設テント倉庫新営その他工事）		共同研-加三・四-実験施設整備費(間接)-KEKBテントハウス整備		3/7/12		0		0		1050		アオイ工業（株）

				②		消耗品		薬液投入蓋		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		12/26/11		0		0		6720		アクアス(株)つくば営業所

				②		消耗品		高エネ研PHS基地局用誘導アンテナ		運交金-施設部-運転-電気		8/31/11		0		0		58800		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）

				②		消耗品		誘導アンテナ　他		運交金-施設部-運転-電気		2/14/12		0		0		559230		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）

				②		消耗品		高エネ研４号館339室子鍵作成		運交金-素核研-ハドロンビーム-物件費(研究施設)		5/31/11		0		0		5670		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		高エネ研３号館２２３室子鍵作成		運交金-素核研-Belle-物件費(研究施設)		4/18/11		0		0		3360		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		高エネ研研究本館304室子鍵作成		運交金-素核研-理論センター-物件費-共通(基盤)		6/15/11		0		0		5670		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		高エネ研研究本館323室子鍵作成		運交金-素核研-理論センター-物件費-共通(基盤)		10/24/11		0		0		9030		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		高エネ研研究本館323室子鍵作成２		運交金-素核研-理論センター-物件費-共通(基盤)		11/22/11		0		0		4410		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		高エネ研計算機北棟103室子鍵作成		運交金-計算セ-計算セ（研究施設）-計算セ共通		2/7/12		0		0		3360		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		高エネ研共同利用研究者宿泊施設３号棟３０５室他子鍵作成		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		9/21/11		0		0		4410		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟１０１室他子鍵作成		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		1/23/12		0		0		5670		つくばキーセンター　澤邉久輝

				②		消耗品		クランプメーター　1個		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		11/10/11		0		0		40110		茨城チャート（株）

				②		消耗品		ストックフォーム　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		12/15/11		0		0		66780		茨城チャート（株）

				②		消耗品		カラーレーザープリンタ　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		1/23/12		0		0		171150		茨城チャート（株）

				②		消耗品		Ａ重油		運交金-施設部-運転-電気		4/11/11		0		0		1911000		宇田川石油（株）

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		5/25/11		0		0		420000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		9/5/11		0		0		420000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		11/9/11		0		0		420000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		12/20/11		0		0		630000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		2/1/12		0		0		630000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所

				②		消耗品		次亜塩素酸ソーダ		運交金-施設部-運転-機械		2/10/12		0		0		57960		家田化学薬品（株）筑波支店

				②		消耗品		冷却塔用ストレーナー		運交金-施設部-運転-機械		7/1/11		0		0		81900		空研工業（株）東京支店

				②		消耗品		冷却水系処理薬品（クリレックス）　280kg		運交金-施設部-運転-電気		6/30/11		0		0		764400		栗田工業（株）土浦営業所

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		7/5/11		0		0		327600		栗田工業（株）土浦営業所

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		10/17/11		0		0		327600		栗田工業（株）土浦営業所

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		12/15/11		0		0		982800		栗田工業（株）土浦営業所

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		7/15/11		0		0		967680		栗田工業（株）土浦営業所

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		12/27/11		0		0		967680		栗田工業（株）土浦営業所

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		3/5/12		0		0		967680		栗田工業（株）土浦営業所

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		8/4/11		0		0		945945		三浦工業（株）水戸営業所

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		3/5/12		0		0		945945		三浦工業（株）水戸営業所

				②		消耗品		フィルタエレメント		運交金-施設部-運転-機械		5/17/11		0		0		25200		三浦工業（株）土浦営業所

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		5/12/11		0		0		924000		三綱（株）

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		7/11/11		0		0		924000		三綱（株）

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		9/26/11		0		0		924000		三綱（株）

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		12/19/11		0		0		693000		三綱（株）

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		2/1/12		0		0		693000		三綱（株）

				②		消耗品		減圧弁　他		運交金-施設部-運転-機械		6/3/11		0		0		26670		三菱電機システムサービス（株）つくばサービスステーション

				②		消耗品		減圧弁		運交金-施設部-運転-機械		9/1/11		0		0		26355		三菱電機システムサービス（株）つくばサービスステーション

				②		消耗品		高エネ研特別高圧受変電設備（大穂変電所）補修機材　一式		運交金-施設部-運転-電気		5/12/11		0		0		655200		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社

				②		消耗品		高圧テンションヒューズ　他		運交金-施設部-運転-電気		6/17/11		0		0		126581		首都圏電工(株)北関東営業所

				②		消耗品		換気扇　他		運交金-施設部-運転-電気		7/29/11		0		0		34881		首都圏電工(株)北関東営業所

				②		消耗品		パワーリレー　他		運交金-施設部-運転-電気		9/20/11		0		0		198748		首都圏電工(株)北関東営業所

				②		消耗品		補助リレー　他		運交金-施設部-運転-電気		2/1/12		0		0		92835		首都圏電工(株)北関東営業所

				②		消耗品		空調用フィルター（ろ布）		運交金-施設部-運転-機械		6/6/11		0		0		564900		進和テック（株）

				②		消耗品		立替払い（バス用ゴム栓　１個）		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		9/16/11		0		0		1450		仁井田　長剛

				②		消耗品		ＥＳＶバッテリー		運交金-施設部-運転-機械		9/6/11		0		0		29190		筑波学園ガス（株）

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		6/20/11		0		0		672000		東鉱商事（株）　本社営業部

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		11/7/11		0		0		856380		東鉱商事（株）　本社営業部

				②		消耗品		補助リレー　他		運交金-施設部-運転-電気		5/9/11		0		0		987945		東芝電機サービス(株)

				②		消耗品		タイマーRy　30個		運交金-施設部-運転-電気		6/6/11		0		0		960750		東芝電機サービス(株)

				②		消耗品		高エネ研PF地区中央監視装置　補修機材一式		運交金-施設部-運転-電気		6/29/11		0		0		641025		東芝電機サービス(株)

				②		消耗品		LTC盤内ヒーター　8個		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		6/27/11		0		0		46200		東芝電機サービス(株)

				②		消耗品		メモリバッテリ　7個		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		1/26/12		0		0		44100		東芝電機サービス(株)

				②		消耗品		PHS電話機　40台		運交金-施設部-運転-電気		4/19/11		0		0		924000		東陽工業（株）北関東支店

				②		消耗品		UM7588用バッテリー　他		運交金-施設部-運転-電気		5/26/11		0		0		735000		東陽工業（株）北関東支店

				②		消耗品		メディアコンバーター　他		運交金-施設部-運転-電気		6/16/11		0		0		120855		東陽工業（株）北関東支店

				②		消耗品		PHS電話機　40台		運交金-施設部-運転-電気		9/8/11		0		0		924000		東陽工業（株）北関東支店

				②		消耗品		増設用子機　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		1/17/12		0		0		840945		東陽工業（株）北関東支店

				②		消耗品		空調用フィルタ		運交金-施設部-運転-機械		11/14/11		0		0		300300		日進技研（株）

				②		消耗品		プレフィルタ		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		1/19/12		0		0		68250		日進技研（株）

				②		消耗品		漏電リレー　他		運交金-施設部-運転-電気		5/20/11		0		0		150780		日本エレベーター製造（株）

				②		消耗品		Vベルト		運交金-施設部-運転-機械		5/6/11		0		0		154350		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		Vベルト		運交金-施設部-運転-機械		6/9/11		0		0		32550		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転-機械		6/9/11		0		0		108150		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転-機械		7/14/11		0		0		28350		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		冷媒		運交金-施設部-運転-機械		8/9/11		0		0		630000		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		冷媒		運交金-施設部-運転-機械		7/27/11		0		0		378000		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		機械油		運交金-施設部-運転-機械		9/13/11		0		0		94500		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		冷媒		運交金-施設部-運転-機械		10/6/11		0		0		378000		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		Ｖベルト　他		運交金-施設部-運転-機械		10/7/11		0		0		195300		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転-機械		11/30/11		0		0		54600		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		Ｖベルト　他		運交金-施設部-運転-機械		12/26/11		0		0		294000		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転-機械		2/21/12		0		0		102900		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転-機械		3/8/12		0		0		23100		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		10/6/11		0		0		305970		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		蒸気シリンダー		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		1/20/12		0		0		92400		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		1/26/12		0		0		592200		日本空調サービス（株）筑波支店

				②		消耗品		カートリッジ　他		運交金-施設部-運転-電気		5/19/11		0		0		101325		日本電計（株）茨城営業所

				②		消耗品		絶縁抵抗計　2台		運交金-施設部-運転-電気		5/25/11		0		0		55020		日本電計（株）茨城営業所

				②		消耗品		液晶ディスプレイ　2台		運交金-施設部-運転-電気		7/6/11		0		0		62580		日本電計（株）茨城営業所

				②		消耗品		光電式煙感知器　80個		運交金-施設部-運転-電気		6/6/11		0		0		840000		能美防災(株) 茨城支社

				②		消耗品		差動式スポット型感知器　他		運交金-施設部-運転-電気		7/5/11		0		0		67200		能美防災(株) 茨城支社

				②		消耗品		光電式煙感知器　他		運交金-施設部-運転-電気		2/9/12		0		0		110250		能美防災(株) 茨城支社

				②		消耗品		光電式煙感知器　他		運交金-施設部-運転-電気		3/9/12		0		0		721350		能美防災(株) 茨城支社

				②		消耗品		高エネ研筑波実験棟他屋内消火栓ホース取替		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		9/12/11		0		0		997500		能美防災(株) 茨城支社

				②		消耗品		トナーカートリッジ　他		運交金-施設部-運転-電気		10/13/11		0		0		210845		北原商事（株）

				②		消耗品		パソコン　1台		運交金-施設部-運転-電気		11/25/11		0		0		78750		北原商事（株）

				②		消耗品		コンパクト変換器　他		運交金-施設部-運転-電気		2/22/12		0		0		914550		北原商事（株）

				②		消耗品		リークチェック　他		運交金-施設部-運転-機械		5/12/11		0		0		73500		北原商事（株）

				②		消耗品		安全弁		運交金-施設部-運転-機械		5/19/11		0		0		16800		北原商事（株）

				②		消耗品		リークチェック　他		運交金-施設部-運転-機械		6/8/11		0		0		412650		北原商事（株）

				②		消耗品		汚水カートリッジペン　他		運交金-施設部-運転-機械		6/21/11		0		0		404880		北原商事（株）

				②		消耗品		デジタル温湿度計		運交金-施設部-運転-機械		6/28/11		0		0		8400		北原商事（株）

				②		消耗品		圧力計		運交金-施設部-運転-機械		7/11/11		0		0		37800		北原商事（株）

				②		消耗品		汚水・汚物用水中ポンプ　他		運交金-施設部-運転-機械		8/5/11		0		0		64050		北原商事（株）

				②		消耗品		自動エアー抜き弁　他		運交金-施設部-運転-機械		9/13/11		0		0		333635		北原商事（株）

				②		消耗品		リチウム万能グリス　他		運交金-施設部-運転-機械		10/13/11		0		0		102480		北原商事（株）

				②		消耗品		ＥＴカートリッジ		運交金-施設部-運転-機械		11/4/11		0		0		16065		北原商事（株）

				②		消耗品		ステッカー		運交金-施設部-運転-機械		11/18/11		0		0		483		北原商事（株）

				②		消耗品		ソリッドステート・タイマ　他		運交金-施設部-運転-機械		11/14/11		0		0		98280		北原商事（株）

				②		消耗品		棚付２連紙巻器		運交金-施設部-運転-機械		11/28/11		0		0		5722		北原商事（株）

				②		消耗品		換気扇		運交金-施設部-運転-機械		1/10/12		0		0		7927		北原商事（株）

				②		消耗品		配管洗浄剤　他		運交金-施設部-運転-機械		12/21/11		0		0		258300		北原商事（株）

				②		消耗品		立水栓　他		運交金-施設部-運転-機械		2/21/12		0		0		6195		北原商事（株）

				②		消耗品		潤滑剤　他		運交金-施設部-運転-機械		1/23/12		0		0		18175		北原商事（株）

				②		消耗品		組立式作業台		運交金-施設部-運転-機械		3/7/12		0		0		146475		北原商事（株）

				②		消耗品		組立式作業台　他		運交金-施設部-運転-機械		3/12/12		0		0		164640		北原商事（株）

				②		消耗品		吸水バッグ　他		運交金-施設部-運転-機械		3/13/12		0		0		130725		北原商事（株）

				②		消耗品		レベルレギュレーター　他		運交金-施設部-運転-機械		3/8/12		0		0		170310		北原商事（株）

				②		消耗品		クランプオンパワーハイテスタ　他		運交金-施設部-運転-機械		3/7/12		0		0		264600		理工科学（株）

				②		消耗品		ケーブルタイ　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		12/21/11		0		0		86520		理工科学（株）

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		7/12/11		0		0		955500		理工科学（株）

				②		消耗品		機械油　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		9/27/11		0		0		302757		理工科学（株）

				②		消耗品		連成計　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		11/2/11		0		0		196875		理工科学（株）

				②		消耗品		膨張黒鉛ガスケット		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		11/28/11		0		0		24150		理工科学（株）

				②		消耗品		折りたたみ式作業台　２式		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		10/4/11		0		0		270900		理工科学（株）

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		11/30/11		0		0		955500		理工科学（株）

				②		消耗品		雑排水水中ポンプ　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		11/24/11		0		0		130200		理工科学（株）

				②		消耗品		ピトーセル流量計用部品　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		12/8/11		0		0		25830		理工科学（株）

				②		消耗品		自動エア抜き弁　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		1/11/12		0		0		59220		理工科学（株）

				②		消耗品		ゲートバルブ　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		12/21/11		0		0		633150		理工科学（株）

				②		消耗品		エアフィルター　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		1/23/12		0		0		31710		理工科学（株）

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		2/16/12		0		0		955500		理工科学（株）

				②		消耗品		フラッシュバルブ　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		2/20/12		0		0		176400		理工科学（株）

				②		消耗品		エアコンプレッサー　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		2/29/12		0		0		79800		理工科学（株）

				②		消耗品		クランプオンパワーハイテスタ　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		2/29/12		0		0		264600		理工科学（株）

				②		消耗品		丸型バネ式テンションゲージ　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		3/13/12		0		0		26250		理工科学（株）

				②		他委託		高エネ研北カウンターホールクレーン無線機調査		運交金-施設部-運転-機械		7/21/11		0		0		128520		（株）アトックス　東海営業所

				②		他委託		高エネ研(東海）1号館上水水質検査		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		1/23/12		0		0		27720		（株）アトックス　東海営業所

				②		他委託		高エネ研大穂実験棟トンネル直線部クレーン荷重試験		運交金-加三・四-B運転(Bファク-設備)-KEKB共通		10/13/11		0		0		315000		（株）神内電機製作所

				②		他委託		高エネ研ＰＳ加速器準備棟リニアック室天井クレーン（５．０ｔ）荷重試験		運交金-施設部-運転-機械		6/21/11		0		0		343350		（株）神内電機製作所

				②		他委託		高エネ研富士トンネル入射路天井クレーン（３．０ｔ）荷重試験		運交金-施設部-運転-機械		7/22/11		0		0		226800		（株）神内電機製作所

				②		他委託		高エネ研冷温水発生器等ばい煙測定		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		4/1/11		0		0		579600		（株）飯塚

				②		他委託		高エネ研PF研究棟等電話番号変更		運交金-物長-共通経費(基盤)-物件費		3/23/12		0		0		21000		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

				②		他委託		高エネ研筑波実験棟50tクレーン過荷重試験		運交金-加三・四-B運転(Bファク-設備)-KEKB共通		5/13/11		0		0		2100000		宇部テクノエンジ（株）

				②		他委託		高エネ研（東海）革新型蓄電池実験棟クレーン吊り上げ荷重変更		共同研-J-PARC-21①05 NEDO蓄電池-神山崇-その他		3/6/12		0		0		997500		三菱電機FA産業機器（株）

				②		他委託		高エネ研筑波実験棟トンネル直線部クレーン荷重試験		運交金-施設部-運転-機械		5/25/11		0		0		202650		三菱電機ＦＡ産業機器（株）東日本支店

				②		他委託		高エネ研北カウンターホール天井クレーン（３０ｔ／１５ｔ）制御機器調査		運交金-施設部-運転-機械		8/11/11		0		0		180600		住友重機械搬送システム(株）

				②		他委託		高エネ研専用水道等水質検査業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		4/1/11		0		0		544950		平成理研（株）茨城営業所

				②点検保守費合計 テンケン ホシュ ヒ ゴウケイ														462,217,508

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電気･機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		4/1/11		0		0		37,033,500		（株）アトックス　東海営業所

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電気・機械設備運転保守管理（下半期）		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		9/7/11		0		0		39,182,850		（株）アトックス　東海営業所

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電気･機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		4/1/11		0		0		55,786,500		（株）アトックス　東海営業所

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電気・機械設備運転保守管理（下半期）		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		9/7/11		0		0		59,517,150		（株）アトックス　東海営業所

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転-電気		4/1/11		0		0		46,212,912		高橋興業（株）

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理（下半期）		運交金-施設部-運転-電気		9/7/11		0		0		46,779,288		高橋興業（株）

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転-機械		4/1/11		0		0		62,229,720		高橋興業（株）

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理（下半期）		運交金-施設部-運転-機械		9/7/11		0		0		70,937,268		高橋興業（株）

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/11		0		0		1,933,368		高橋興業（株）

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理（下半期）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		9/7/11		0		0		3,243,444		高橋興業（株）

				③運転監視費合計 ウンテン カンシ ヒ ゴウケイ														422,856,000

				④		環境整備		高エネ研廃蛍光管等収集運搬処分		運交金-施設部-運転-電気		5/27/11		0		0		613305		野村興産（株）

				④		環境整備		高エネ研（東海）廃蛍光管等収集運搬処分		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		8/4/11		0		0		174300		野村興産（株）

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		11/28/11		0		0		678300		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（１０月分）		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		4/1/11		0		0		105000		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（１１月分）		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		4/1/11		0		0		52500		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（１２月分）		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		4/1/11		0		0		105000		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（１月分）		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		4/1/11		0		0		52500		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（２月分）		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		4/1/11		0		0		105000		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（3月分）		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		4/1/11		0		0		52500		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（４月分）		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		4/1/11		0		0		52500		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（５月分）		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		4/1/11		0		0		52500		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（６月分）		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		4/1/11		0		0		105000		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（７月分）		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		4/1/11		0		0		105000		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（８月分）		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		4/1/11		0		0		52500		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（９月分）		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		4/1/11		0		0		105000		（株）日の丸商事

				④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		受託研費-放二-間接・物構研-若槻　壮市		2/23/12		0		0		330960		ミヤマ（株）

				④		環境整備		実験系廃棄物（写真現像廃液類）収集・処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		1/5/12		0		0		7612		松田産業㈱

				④		環境整備		実験系廃棄物収集・処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		1/6/12		0		0		141771		松田産業㈱

				④		環境整備		実験系廃棄物処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		12/20/11		0		0		751338		アサヒプリテック（株）北関東営業所

				④		環境整備		廃酸処分　　一式		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-STF基盤		6/9/11		0		0		441000		ミヤマ（株）

				④		環境整備		廃酸処分　　一式		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-STF基盤		7/13/11		0		0		441000		ミヤマ（株）

				④		環境整備		廃酸処分　　一式		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-STF基盤		7/8/11		0		0		470400		ミヤマ（株）

				④		環境整備		廃酸処分　　一式		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-STF基盤		9/8/11		0		0		441000		ミヤマ（株）

				④		環境整備		廃酸処分　　一式		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-STF基盤		10/14/11		0		0		441000		ミヤマ（株）

				④		環境整備		廃酸処分　　一式		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-STF基盤		1/6/12		0		0		441000		ミヤマ（株）

				④		環境整備		廃酸処分　　一式		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-STF基盤		3/12/12		0		0		441000		ミヤマ（株）

				④		環境整備		廃酸処分　　一式		寄附金-加施設長-古屋貴章-古屋貴章		8/11/11		0		0		201600		ミヤマ（株）

				④		環境整備		廃酸処分　　一式		寄附金-加施設長-古屋貴章-古屋貴章		12/13/11		0		0		472500		ミヤマ（株）

				④		環境整備		廃酸処分　　一式		寄附金-加施設長-古屋貴章-古屋貴章		12/27/11		0		0		243600		ミヤマ（株）

				④		環境整備		廃酸処分　　一式		科研費等-基盤C-中村英滋-その他		10/4/11		0		0		182700		アサヒプリテック（株）北関東営業所

				④		環境整備		廃酸処分　一式		寄附金-加施設長-古屋貴章-古屋貴章		8/5/11		0		0		441000		ミヤマ（株）

				④		環境整備		廃酸処分　一式		寄附金-加施設長-古屋貴章-古屋貴章		2/15/12		0		0		441000		ミヤマ（株）

				④		環境整備		廃試薬等処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		1/16/12		0		0		343427		日本産業廃棄物処理（株）

				④		環境整備		廃薬品類処理　一式		運交金-放射セ-加速器安全(大強度)-関係施設整備		12/28/11		0		0		195104		松田産業㈱

				④		環境整備		廃油（電気絶縁油）処理処分　一式		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-入出射・電磁石		11/9/11		0		0		822024		アサヒプリテック（株）北関東営業所

				④		環境整備		廃油回収・処分　一式		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-入出射・電磁石		12/7/11		0		0		73710		アサヒプリテック（株）北関東営業所

				④		環境整備		内蔵線源廃棄　一式		運交金-放射セ-加速器安全(大強度)-放射性廃棄物保管棟関係		3/13/12		0		0		249900		日立アロカメディカル（株）水戸支店

				④		環境整備		廃プラスチック類処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		1/30/12		0		0		138484		松田産業㈱

				④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-放射線(大強度)-放射線廃棄物処理		2/8/12		0		0		6354390		（社）日本アイソトープ協会

				④		環境整備		コンクリートブロック産業廃棄物処理　一式		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		8/4/11		0		0		443520		(株)新栄商事

				④産業廃棄物処分費合計 サンギョウ ハイキブツ ショブン ヒ ゴウケイ														17,361,945

				⑤		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設周辺草刈り他工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		7/1/11		0		0		672,000		不二造園土木（株）

				⑤		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）東海１号館東側敷地境界枯損木伐採工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		7/22/11		0		0		157,500		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研ＰＳ主リング盛土調査その他草刈業務		運交金-加施設長-加速器共通(基盤)-物件費		10/31/11		0		0		630000		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研ＰＳ主リング盛土草刈業務		運交金-加施設長-加速器共通(基盤)-物件費		11/30/11		0		0		1386000		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研GPS観測孔支障樹木剪定工事		運交金-加三・四-B運転(Bファク-設備)-マグネット		1/23/12		0		0		77700		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（４月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/11		0		0		909090		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（５月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/11		0		0		2457000		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（6月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/11		0		0		3562650		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（7月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/11		0		0		4766580		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（8月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/11		0		0		7469280		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（9月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/11		0		0		4004910		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内枯損木伐採工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		10/24/11		0		0		829500		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（10月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/11		0		0		3808350		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（11月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/11		0		0		3144960		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（12月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/11		0		0		4250610		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（1月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/11		0		0		1449630		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（2月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/11		0		0		1769040		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内枯損木伐採工事（その２）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		2/1/12		0		0		462000		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研外周生垣補植工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		3/9/12		0		0		693000		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（3月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		4/1/11		0		0		1547910		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研（東海）１号館周辺草刈り他工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		10/25/11		0		0		903000		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研（東海）東海１号館東側敷地境界枯損木伐採工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		11/14/11		0		0		191100		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研（東海）東海１号館周辺落葉清掃業務		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		12/6/11		0		0		373800		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設周辺落葉清掃業務		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		1/10/12		0		0		249900		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研物品管理庫周辺環境整備工事		運交金-施設部-工事雑役(H22一般)-建築(つくば)		4/1/11		0		0		976500		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研吾妻2丁目職員宿舎外周（中央通り沿い）高木支障枝払い他		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/24/11		0		0		861000		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研竹園3丁目職員宿舎支障樹木伐採他		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		6/27/11		0		0		485100		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研竹園３丁目職員宿舎721,722棟草刈		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/15/11		0		0		55440		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研吾妻2丁目職員宿舎枯損木伐採他		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		10/20/11		0		0		338100		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研吾妻2丁目職員宿舎806棟周辺支障木剪定 他		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/11/11		0		0		903000		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研竹園３丁目職員宿舎(717～725棟)草刈		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		3/6/12		0		0		100800		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研竹園３丁目職員宿舎(701-706棟)設備改修に伴う支障木伐採・移植		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/16/12		0		0		598500		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		高エネ研太田団地A棟草刈り作業　		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		6/1/11		0		0		48734		（社）東海村シルバー人材センター

				⑤		環境整備		高エネ研（東海）Ｊ－ＰＡＲＣニュートリノ実験準備棟前倒木復旧工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		10/11/11		0		0		37800		東康建設工業（株）

				⑤		環境整備		高エネ研（東海）第2脱出棟他避難路整備その他工事		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		1/10/12		0		0		508200		不二造園土木（株）

				⑤		環境整備		みの内住宅草刈り作業　一式		収見合-J-PARC-宿泊運営（東海）-みのうち住宅		6/23/11		0		0		367500		（株）アトックス　東海営業所

				⑤		環境整備		草刈作業　一式		運交金-J-PARC-宿泊運営・東海(基盤）-みのうち住宅		10/19/11		0		0		291900		（株）アトックス　東海営業所

				⑤		環境整備		太田団地A棟草刈作業　一式		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		11/18/11		0		0		37521		（社）東海村シルバー人材センター

				⑤		環境整備		太田団地草刈　一式		運交金-J-PARC-宿泊運営・東海(基盤）-太田団地		11/18/11		0		0		91732		（社）東海村シルバー人材センター

				⑤		環境整備		太田団地草刈り作業　一式		収見合-J-PARC-宿泊運営（東海）-太田団地		6/21/11		0		0		111648		（社）東海村シルバー人材センター

				⑤緑地管理費合計 リョクチ カンリヒ ゴウケイ														51,578,985

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研　ＰＳ主リング電源棟前　道路排水設備補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		8/29/11		0		0		498,750		（株）ミヤモト開発

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂地区等外灯改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		3/14/12		0		0		972,300		（株）須藤電気商会

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター東側汚水桝嵩上げ工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		1/19/12		0		0		178,500		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館駐車場舗装補修工事		運交金-施設部-工事雑役(H22一般)-建築(つくば)		4/1/11		0		0		336,000		（株）川田建材工業

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波地区等外灯修繕工事		運交金-施設部-工事雑役(H22一般)-電気(つくば)		4/1/11		0		0		47,250		入江電気工事（株）

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎804号棟西側駐車場舗装補修工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		5/24/11		0		0		393,750		(株)カタオカエンジニアリング

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目住宅駐車場車止め修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/28/11		0		0		73,500		五頭産業（株）

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目住宅駐車場車止め修繕		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		1/20/12		0		0		37,800		五頭産業（株）

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中央通り外灯改修工事		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		7/19/11		0		0		1,890,000		（株）協和エレックス

		P		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟前駐輪場舗装工事		雑収入-素長-科研間接・素核研　-所長		4/1/11		0		0		399,000		（株）川田建材工業

		-		⑥		備品費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設等駐輪場他屋外照明取設工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-設備等更新・改修費		12/19/11		0		0		819,000		（有）森田電気商会

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研　守衛所前構内道路補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		9/5/11		0		0		285600		（株）ミヤモト開発

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研西側敷地境界ネットフェンス復旧工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		3/23/12		0		0		231000		不二造園土木（株）

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研　D9電源棟周辺有刺鉄線補修工事		受託研費-機構共通-防犯対策関連(間接・裁量)-侵入防止関連工事		12/1/11		0		0		404250		（株）近藤工務店

				⑥校地維持費合計 コウチ イジヒ ゴウケイ														6,566,700

				⑦		環境整備		高エネ研受水槽・高置水槽その他清掃		運交金-施設部-運転-機械		6/13/11		0		0		997500		（株）中城

				⑦		環境整備		高エネ研（東海）１号館受水槽他清掃		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		8/5/11		0		0		241500		（株）アトックス　東海営業所

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(10月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		2213880		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(11月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		2243220		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(12月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		2237820		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(1月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		2207940		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(2月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		2251140		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(3月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		2278320		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(4月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		2217120		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(5月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		2231340		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(6月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		2216400		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(7月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		2212080		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(8月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		2215500		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(9月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		2216040		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(10月分)		運交金-素核研-短寿命核-物件費(基盤)		4/1/11		0		0		8337		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(10月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/11		0		0		75381		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(10月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		422874		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(10月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/11		0		0		298408		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(11月分)		運交金-素核研-短寿命核-物件費(基盤)		4/1/11		0		0		8337		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(11月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/11		0		0		75381		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(11月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		422874		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(11月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/11		0		0		298408		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(12月分)		運交金-素核研-短寿命核-物件費(基盤)		4/1/11		0		0		8337		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(12月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/11		0		0		75381		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(12月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		422874		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(12月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/11		0		0		298408		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(1月分)		運交金-素核研-短寿命核-物件費(基盤)		4/1/11		0		0		8337		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(1月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/11		0		0		75381		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(1月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		422874		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(1月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/11		0		0		298408		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(2月分)		運交金-素核研-短寿命核-物件費(基盤)		4/1/11		0		0		8337		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(2月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/11		0		0		75381		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(2月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		422874		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(2月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/11		0		0		298408		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(3月分)		運交金-素核研-短寿命核-物件費(基盤)		4/1/11		0		0		8337		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(3月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/11		0		0		75381		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(3月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		422874		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(3月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/11		0		0		298408		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(4月分)		運交金-素核研-短寿命核-物件費(基盤)		4/1/11		0		0		8337		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(4月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/11		0		0		75381		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(4月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		422874		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(4月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/11		0		0		298408		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(5月分)		運交金-素核研-短寿命核-物件費(基盤)		4/1/11		0		0		8337		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(5月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/11		0		0		75381		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(5月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		422874		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(5月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/11		0		0		298408		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(6月分)		運交金-素核研-短寿命核-物件費(基盤)		4/1/11		0		0		8337		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(6月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/11		0		0		75381		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(6月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		422874		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(6月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/11		0		0		298408		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(7月分)		運交金-素核研-短寿命核-物件費(基盤)		4/1/11		0		0		8337		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(7月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/11		0		0		75381		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(7月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		422874		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(7月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/11		0		0		298408		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(8月分)		運交金-素核研-短寿命核-物件費(基盤)		4/1/11		0		0		8337		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(8月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/11		0		0		75381		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(8月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		422874		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(8月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/11		0		0		298408		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(9月分)		運交金-素核研-短寿命核-物件費(基盤)		4/1/11		0		0		8337		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(9月分)		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		4/1/11		0		0		75381		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(9月分)		運交金-機構共通-清掃費-清掃費		4/1/11		0		0		422874		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(東海キャンパス他)　(9月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		4/1/11		0		0		298408		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（10月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/11		0		0		34020		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（11月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/11		0		0		34020		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（12月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/11		0		0		34020		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（1月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/11		0		0		25515		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（2月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/11		0		0		34020		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（3月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/11		0		0		42525		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（4月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/11		0		0		42525		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（5月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/11		0		0		25515		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（6月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/11		0		0		42525		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（7月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/11		0		0		34020		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（8月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/11		0		0		25515		テスコ（株）

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（9月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用-業務委託		4/1/11		0		0		31185		テスコ（株）

				⑦		環境整備		PS第1補助電源棟床面清掃　一式		運交金-加三・四-B運転(Bファク-設備)-KEKB共通		1/23/12		0		0		36750		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		ハドロンホール階段清掃　一式		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費(実験室設備)		11/11/11		0		0		36750		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		ハドロン搬入棟床面清掃　一式		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		11/11/11		0		0		52500		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		計算機棟清掃業務　一式		運交金-計算セ-電子計算機経費-大型システム更新		1/20/12		0		0		220500		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		光源棟内渡り廊下ガラス・配管清掃業務　一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費-PF共通		6/20/11		0		0		151200		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		国際交流センター内喫茶室及び厨房清掃業務　一式		運交金-管理局-管理運営費-職員厚生費		9/22/11		0		0		84000		高橋興業（株）

				⑦		環境整備		太田団地ＢＣ棟階段清掃　他		運交金-J-PARC-宿泊運営・東海(基盤）-太田団地		8/24/11		0		0		58275		（株）アトックス　東海営業所

				⑦清掃費合計 セイソウ ヒ ゴウケイ														38,685,180

				⑧		他委託		構内警備業務（10月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		3644375		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（11月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		3644375		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（12月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		3644375		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（1月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		3644375		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（2月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		3644375		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（3月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		3644375		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（4月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		3644375		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（5月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		3644375		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（6月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		3644375		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（7月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		3644375		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（8月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		3644375		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		構内警備業務（9月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		3644375		東京警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（10月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（11月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（12月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（1月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（2月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（3月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（４月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（６月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（8月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧		他委託		東海１号館地区警備業務（9月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		4/1/11		0		0		38850		新安全警備保障（株）

				⑧警備費合計 ケイビ ヒ ゴウケイ														44,198,700

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設電子陽電子入射器棟増築工事		施設整備-施設部-Bﾌｧｸﾄﾘｰ加速器の高度化-電子陽電子入射器棟増築		12/2/11		13,000,000		0		0		パルつくば（株）

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研ＫＥＫB高度化施設電子陽電子入射器棟増築工事		施設整備-施設部-Bﾌｧｸﾄﾘｰ加速器の高度化-電子陽電子入射器棟増築		12/2/11		0		0		13,000,000		パルつくば（株）

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設電子陽電子入射器棟増築機械設備工事		施設整備-施設部-Bﾌｧｸﾄﾘｰ加速器の高度化-電子陽電子入射器棟増築		2/17/12		0		0		3,218,250		昭和管工事㈱（前金口）

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設電子陽電子入射器棟増築電気設備工事		施設整備-施設部-Bﾌｧｸﾄﾘｰ加速器の高度化-電子陽電子入射器棟増築		2/16/12		0		0		1,628,500		㈱協和エレックス（前金口）

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設（陽電子低エミッタンス入射システム用トンネル）新営土木工事		施設整備-施設部-Bﾌｧｸﾄﾘｰ加速器の高度化(23-24)-陽電子低ｴﾐｯﾀﾝｽ入射ﾄﾝﾈﾙ		11/16/11		0		0		259,875,000		清水建設（株）関東支店　（前金口）

				○新増改築費合計（施設整備費補助金） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ シセツ セイビヒ ホジョキン														277,721,750

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF電源棟等屋上防水改修その他工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		7/11/11		0		0		13,566,000		興和建業（株）

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区等構内交換設備改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		8/5/11		0		0		9,975,000		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKB屋外配管架台塗装改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		8/8/11		0		0		2,488,500		（株）近藤工務店

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研サブ変電所S-303変圧器取替工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		8/31/11		0		0		4,284,000		（株）協和エレックス

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟他屋根防水改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		11/24/11		0		0		7,140,000		興和建業（株）

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ地区構内交換設備改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		12/16/11		0		0		1,864,000		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

		長 チョウ		⑬営 エイ		付設備		【資産振替】高エネ研ＰＳ地区市水本管改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		1/20/12		0		0		21682500

				○新増改築費合計（営繕事業） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ エイゼン ジギョウ														61,000,000

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研（東海）ヘリウム液化機棟新営クレーン工事		受託研費-J-PARC-ヘリウム液化機棟(間接)-共通		5/24/11		0		0		5,701,500		（株）神内電機製作所

				⑫自 ジ		建設仮		【資産振替】高エネ研（東海）ヘリウム液化機棟新営クレーン工事		受託研費-J-PARC-ヘリウム液化機棟(間接)-共通		10/13/11		0		0		-5,701,500

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研（東海）ヘリウム液化機棟新営工事　		受託研費-J-PARC-ヘリウム液化機棟(間接)-共通		4/1/11		0		0		27,405,000		東康建設工業（株）

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研（東海）ヘリウム液化機棟新営機械設備工事　		受託研費-J-PARC-ヘリウム液化機棟(間接)-共通		4/1/11		0		0		2,929,500		㈱タケムラ

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研（東海）ヘリウム液化機棟新営電気設備工事		受託研費-J-PARC-ヘリウム液化機棟(間接)-共通		4/1/11		0		0		11,629,800		(株)太陽防設

				⑫自 ジ		建設仮		【資産振替】高エネ研（東海）ヘリウム液化機棟新営電気設備工事		受託研費-J-PARC-ヘリウム液化機棟(間接)-共通		10/13/11		0		0		-11,629,800

				⑫自 ジ		建設仮		【資産振替】高エネ研（東海）ヘリウム液化機棟新営機械設備工事		受託研費-J-PARC-ヘリウム液化機棟(間接)-共通		10/13/11		0		0		-2,929,500

				⑫自 ジ		建設仮		【資産振替】高エネ研（東海）ヘリウム液化機棟新営工事		受託研費-J-PARC-ヘリウム液化機棟(間接)-共通		10/13/11		0		0		-27,405,000

				⑫自 ジ		建物		【資産振替】高エネ研（東海）ヘリウム液化機棟新営工事		受託研費-J-PARC-ヘリウム液化機棟(間接)-共通		10/13/11		0		0		27,405,000

				⑫自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研（東海）ヘリウム液化機棟新営電気設備工事		受託研費-J-PARC-ヘリウム液化機棟(間接)-共通		10/13/11		0		0		231,000

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研4号館3・4階網戸取設工事		運交金-素核研-ハドロンビーム-物件費(基盤)		6/30/11		0		0		1,092,000		ツクバメンテナンス（株）

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研PF光源棟BL-1A等スピーカ取設工事		運交金-放一・二-PF共同利用-タンパク		6/17/11		0		0		313,425		サン電気通信

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研計算機北棟第1会議室等電話回線取設その他工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費-PF共通		12/22/11		30,450		0		0		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研計算機北棟第1会議室等電話回線取設その他工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費-PF共通		12/22/11		0		0		30,450		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研PFリングスラブサポート取付工事		運交金-加七-光源運転経費-共通経費		8/3/11		0		0		799,365		(株）共進工業

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研放射線モニター第3監視所周辺フェンス取設工事		運交金-放射セ-放射線安全（研究施設）-放射線安全共通		9/20/11		0		0		315,000		（株）近藤工務店

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研計算機南・北棟網戸取設工事		運交金-計算セ-電子計算機経費-施設整備		7/7/11		0		0		984,900		鈴木ガラス

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研計算機北棟第1会議室等電話回線取設その他工事		運交金-計算セ-電子計算機経費-施設整備		12/22/11		63,000		0		0		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研計算機北棟第1会議室等電話回線取設その他工事		運交金-計算セ-電子計算機経費-施設整備		12/22/11		0		0		63,000		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研第4低温棟低温機器収納庫前照明取設工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(基盤)-実験室整備安全		9/12/11		0		0		104,580		メイデン（株）

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研研究本館3階323室等多機能電話取設その他工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(基盤)-実験室整備安全		9/20/11		14,700		0		0		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研研究本館3階323室等多機能電話取設その他工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(基盤)-実験室整備安全		9/20/11		0		0		14,700		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研開発共用棟クリーンルームスピーカ取設工事		運交金-機工セ-工作工場経費(基盤)-消耗品費		10/20/11		0		0		85,050		サン電気通信

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研管理棟１階北側風除扉取設工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		11/11/11		0		0		446,250		（株）近藤工務店

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研計算機北棟第１マシン室扉戸当り取設工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		2/1/12		0		0		14,700		鈴木ガラス

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研外国人研究員等宿泊施設構内ＰＨＳ基地局用防水ボックス取設工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		10/26/11		0		0		342,300		常伸電通システム（株）

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研（東海）１号館除湿機用コンセント他取設工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		7/25/11		0		0		48,300		金沢産業（株）

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研（東海）器材収納庫外部照明取設工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		9/9/11		0		0		105,000		金沢産業（株）

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研（東海）１号館１階西側廊下除湿機設置工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		7/25/11		0		0		154,875		㈱タケムラ

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研研究本館3階323室等多機能電話設置その他工事		運交金-管理局-管理運営費-消耗品費		9/20/11		100,800		0		0		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研研究本館3階323室等多機能電話取設その他工事		運交金-管理局-管理運営費-消耗品費		9/20/11		0		0		100,800		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研職員集会室情報コンセント取設工事		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		1/16/12		0		0		85,050		（株）須藤電気商会

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研国際交流センター喫茶室炊飯ジャー用コンセント取設工事		運交金-管理局-管理運営費-職員厚生費		9/26/11		0		0		37,800		飯村電設（株）

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研吾妻職員宿舎201号棟駐車場道路反射鏡取設工事他		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		4/15/11		0		0		315,000		（株）近藤工務店

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研国際交流センター喫茶室ＩＨテーブル電源取設工事		運交金-機構共通-福利厚生施設備品整備(裁量)-物件費		1/10/12		0		0		75,600		飯村電設（株）

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研開発共用棟照明用スイッチ増設工事		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-共通		3/16/12		0		0		178,500		（株）協和エレックス

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研（東海）放射線測定棟等電話用ケーブルその他工事		運交金-J-PARC-放射線(大強度)-放射線管理		11/9/11		71,715		0		0		金沢産業（株）

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研（東海）放射線測定棟等電話用ケーブルその他工事		運交金-J-PARC-放射線(大強度)-放射線管理		11/9/11		0		0		71,715		金沢産業（株）

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研（東海）2号館21室戸当り取設工事		運交金-J-PARC-放射線(大強度)-放射線管理		2/23/12		0		0		16,800		東康建設工業（株）

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研（東海）中央制御棟放送設備サウンドリピーター取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		10/20/11		0		0		79,065		TOAエンジニアリング（株）　東京営業所

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟等屋外投光器取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		1/23/12		0		0		743,400		西山電気（株）

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研（東海）2号館206室等電話ケーブル取設工事		運交金-J-PARC-一般安全(大強度)-物件費		9/9/11		0		0		46,200		金沢産業（株）

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研（東海)MR第1機械棟等屋外投光器取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(H22大強度)-電気		4/1/11		0		0		716,100		（株）須藤電気商会

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研（東海）ニュートリノ第1設備棟等火災報知設備取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(H22大強度)-電気		4/1/11		0		0		586,950		西山電気（株）

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研共同利用研究者宿泊施設二重サッシ取設工事		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-設備等更新・改修費		9/27/11		0		0		644,700		鈴木ガラス

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研PF-AR北側発生材置場等情報通信配線工事		収見合-機構共通-発生材置場新増設(裁量)-工事経費		4/1/11		0		0		938,700		（有）森田電気商会

				⑫自 ジ		消耗品		高エネ研（東海）１号館他建具改修工事		収見合-J-PARC-東海宿泊施設用什器備品(裁量)-物件費		4/1/11		0		0		84,000		東康建設工業（株）

				⑫自 ジ		移設撤去		高エネ研計算機北棟第２マシン室空調機移設その他工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(H22一般)-共通経費		4/1/11		0		0		6,195,000		五建工業(株)

				⑫自 ジ		移設撤去		高エネ研計算機北棟第２マシン室二重床補修その他工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(H22一般)-共通経費		4/1/11		0		0		1,228,500		（株）近藤工務店

				⑫自 ジ		移設撤去		高エネ研第１工作棟天井排気ファン撤去工事		運交金-機工セ-工作工場経費(基盤)-R&D関連費		10/27/11		0		0		924,000		（株）近藤工務店

				⑫自 ジ		移設撤去		高エネ研４号館各階案内サイン復旧工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		3/15/12		0		0		105,000		ウント㈱

				⑫自 ジ		移設撤去		高エネ研井水受水槽支障埋設雨水管模様替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		11/10/11		0		0		749,700		東洋プラント工業（株）

				⑫自 ジ		移設撤去		高エネ研６ＳＭ４補助機械棟既設排水ポンプ用配管配線移設工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		11/16/11		0		0		993,300		（株）コスモ電工

				⑫自 ジ		移設撤去		高エネ研吾妻２丁目801,802棟風呂釜等取替工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/24/11		0		0		451,500		カンキ工業（有）

				⑫自 ジ		移設撤去		高エネ研開発共用棟門扉撤去工事		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-共通		12/6/11		0		0		63,000		パルつくば（株）

				⑫自 ジ		移設撤去		高エネ研（東海）Ｄ１・Ｄ２サブトンネル空調機撤去		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		7/19/11		0		0		582,750		日本空調サービス（株）筑波支店

				⑫自 ジ		他委託		高エネ研KEKB高度化施設大穂実験棟実験架台組立その他工事		運交金-加三・四-B運転(Bファク-設備)-KEKB共通		8/5/11		0		0		16,485,000		（株）近藤工務店

				⑫自 ジ		他委託		高エネ研ＭＲ・Ｄ５電源棟制御室中央監視リモート盤移設工事		運交金-施設部-運転-機械		2/20/12		0		0		346,500		（株）楠原管工業

				⑫自 ジ		他委託		高エネ研ＡＲ西実験棟トンネル排水ポンプ制御盤(CP-1-6)移設工事		運交金-施設部-運転-機械		2/23/12		0		0		966,000		（株）コスモ電工

				⑫自 ジ		備品費		高エネ研PF-AR実験準備棟入退室管理設備取設工事		運交金-放一・二-PF共通経費（H22一般）-PF共通		4/1/11		0		0		485,100		中央電子（株）筑波営業所

				⑫自 ジ		備品費		高エネ研ＭＲ・9ＳＭ5補助機械棟他ＧＰＳ観測孔取設工事		運交金-加三・四-B運転(Bファク-設備)-KEKB共通		12/14/11		0		0		1,753,500		興和建業（株）

				⑫自 ジ		備品費		高エネ研サブ変電所S-7電力量計測ユニット取設工事		運交金-施設部-運転-電気		6/9/11		0		0		674,100		（有）信濃電設

				⑫自 ジ		備品費		高エネ研（東海）高圧受変電所デマンド監視装置取設工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		2/14/12		0		0		369,600		（株）国分電機

				⑫自 ジ		備品費		高エネ研吾妻２丁目801,802棟風呂釜等取替工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		11/24/11		0		0		8,095,500		カンキ工業（有）

				⑫自 ジ		備品費		高エネ研（東海）1号館自動販売機コーナー入退室管理設備取設工事		運交金-機構共通-東海運営費(H22一般)-共通		4/1/11		0		0		485,100		中央電子（株）筑波営業所

				⑫自 ジ		備品費		高エネ研（東海）MR第２搬入棟等実験盤取設工事		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-シスコミ		11/1/11		0		0		640,500		金沢産業（株）

				⑫自 ジ		備品費		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟エレベーターピット排水ポンプ取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		10/4/11		0		0		336,000		（株）シミズ空調サービス

				⑫自 ジ		備品費		高エネ研（東海）中央制御棟電気室フェンス取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		11/7/11		0		0		430,500		（株）国分電機

				⑫自 ジ		備品費		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟中地下２階煙感知器取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		12/7/11		0		0		313,950		西山電気（株）

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研ＭＲ・Ｄ４電源棟クライストロン電源取設工事		運交金-加三・四-B運転(Bファク-設備)-RFシステム		12/20/11		0		0		6,825,000		（有）森田電気商会

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研計算機北棟サブ変電所S-6改修電気設備工事		運交金-計算セ-電子計算機経費-大型システム更新		11/4/11		0		0		22,260,000		（株）協和エレックス

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研計算機北棟第２マシン室空調用加湿器取設工事		運交金-計算セ-電子計算機経費-大型システム更新		1/13/12		0		0		1,921,500		日本空調サービス（株）筑波支店

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研富士実験棟南側便所屋外排水管改修工事		運交金-施設部-運転-機械		9/27/11		0		0		667,800		（有）佐藤管理工業

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研大穂実験棟空冷式密閉形冷却塔（ＣＴ－２）整備		運交金-施設部-運転-機械		11/17/11		0		0		23,239,272		空研工業（株）東京支店

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研筑波実験棟空冷式冷却塔(ＴＭ-ＣＴ-７)用エア抜き弁取設他工事		運交金-施設部-運転-機械		12/20/11		0		0		958,650		（有）佐藤管理工業

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研ＭＲ・Ｄ４電源棟制御室空調改修工事		運交金-施設部-運転-機械		12/27/11		0		0		4,861,500		（株）楠原管工業

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研先端計測実験棟空調機械室制御盤(ＣＰ-2)取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		9/16/11		0		0		989,100		（株）コスモ電工

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研６ＳＭ４補助機械棟排水ポンプ用電気配管配線工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		12/16/11		0		0		988,050		（株）コスモ電工

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研先端計測実験棟排水ポンプ用電気配管配線工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		12/19/11		0		0		991,200		（株）コスモ電工

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研６ＳＭ４補助機械棟排水ポンプ用動力制御盤(ＣＰ－１)取設		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		9/16/11		0		0		993,300		（株）東邦製作所

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研第２低温棟１０５室他ルームエアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		3/7/12		0		0		966,000		山田空調設備（株）

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研ＭＲ・Ｄ１、１２電源棟制御室空調改修工事		運交金-施設部-運転(H22特別)-機械		4/1/11		0		0		7,560,000		伊奈工業（株）

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研大穂実験棟空冷式密閉形冷却塔（CT-3）整備		運交金-施設部-運転(H22特別)-機械		4/1/11		0		0		18,664,422		空研工業（株）東京支店

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研竹園３丁目住宅（７０１棟～７０６棟）屋外汚水管改修工事		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		12/26/11		0		0		8,190,000		塚本産業㈱

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研管理棟財務部パッケージ形空調機取替工事		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		8/24/11		0		0		4,036,200		山田空調設備（株）

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟空調設備（換気）改修工事		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費(二次ライン)		10/28/11		0		0		24,150,000		（株）サンプラント

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟地下１階ホット機械室昇降鉄骨階段取設工事		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費(二次ライン)		10/26/11		0		0		976,500		第一鉄工(株)

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研（東海）中央制御棟電気室動力用仮設発電機切替盤取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		10/5/11		0		0		966,000		（株）国分電機

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研（東海）第２電源棟純水ポンプ取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		8/4/11		0		0		4,189,500		翔和エンジニアリング㈱

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟設備ヤード熱交換器用点検台はしご及び柵取付工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		1/18/12		0		0		504,000		第一鉄工(株)

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟純水４系統純水精製装置用取り出口配管改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		2/2/12		0		0		997,500		（株）サンプラント

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟純水２系統ストレーナ取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		2/14/12		0		0		1,155,000		（株）サンプラント

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟純水３系統純水精製装置用取り出口配管改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		2/27/12		0		0		945,000		（株）サンプラント

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研（東海）ＭＲ第２機械棟純水ポンプストレーナ点検台取付工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		3/5/12		0		0		693,000		第一鉄工(株)

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研（東海）２号館１４，１５室空調設備工事		運交金-J-PARC-J運営費(基盤)-共通		1/26/12		0		0		1,155,000		㈱タケムラ

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研（東海）物質・生命科学ミュオン実験施設実験盤取設工事		運交金-J-PARC-ミュオン実験(H22大強度)-物件費		4/1/11		0		0		8,316,000		金沢産業（株）

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研３号館５階女子トイレ改修機械設備工事		収見合-機構共通-3号館女子トイレ増設工事(裁量)-工事費		11/4/11		0		0		516,600		カンキ工業（有）

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研（東海）１号館換気設備工事		収見合-機構共通-東海1号館高湿度対策(裁量)-工事経費		4/1/11		0		0		805,350		菊地設備工業（株）

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研（東海）１号館２・３階コモンスペース空調設備工事		収見合-機構共通-東海1号館高湿度対策(裁量)-工事経費		4/1/11		0		0		1,173,900		菊地設備工業（株）

				⑫自 ジ		付設備		高エネ研KEKBテント倉庫新営電気設備工事		共同研-加三・四-実験施設整備費(間接)-KEKBテントハウス整備		12/6/11		0		0		3,213,000		㈱後藤電設

				⑫自 ジ		付設備		【資産振替】高エネ研（東海）ヘリウム液化機棟新営電気設備工事		受託研費-J-PARC-ヘリウム液化機棟(間接)-共通		10/13/11		0		0		9,745,050

				⑫自 ジ		付設備		【資産振替】高エネ研（東海）ヘリウム液化機棟新営機械設備工事		受託研費-J-PARC-ヘリウム液化機棟(間接)-共通		10/13/11		0		0		2,929,500

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研ＫＥＫB高度化施設電子陽電子入射器棟増築工事		雑収入-施設部-電子陽電子入射器棟増築(間接)-工事費		12/2/11		0		0		28,055,000		パルつくば（株）

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設電子陽電子入射器棟増築電気設備工事		雑収入-施設部-電子陽電子入射器棟増築(間接)-工事費		2/16/12		0		0		2,151,500		㈱協和エレックス（前金口）

				○新増改築費合計（外部資金、自己収入等） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ ガイブ シキン ジコ シュウニュウ トウ														276,693,769

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設（メインリング電磁石電源棟・機械棟）設備設計業務		収見合-施設部-KEKB高度化施設整備-設計経費		9/20/11		0		0		11,550,000		㈱森村設計

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設（メインリング電磁石電源棟・機械棟）設計業務		収見合-施設部-KEKB高度化施設整備-設計経費		9/22/11		0		0		8,463,000		㈱三橋設計（預金口座）

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設（ダンピングリング施設）設備設計業務		収見合-施設部-ダンピングリング設計(裁量)-設計経費		4/1/11		0		0		7,665,000		（株）ピーエーシー

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設（ダンピングリング施設）設計業務		収見合-施設部-ダンピングリング設計(裁量)-設計経費		4/1/11		0		0		35,786,636		（株）オリエンタルコンサルタンツ 茨城事務所

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設テント倉庫敷地造成工事その他設計業務		運交金-施設部-テント倉庫用敷地造成(裁量)-工事関連経費		1/12/12		0		0		976,500		（株）須藤隆建築設計事務所

				⑫自 ジ														64,441,136

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研PS特高変電所非常用自家発電設備更新工事地盤調査		運交金(復旧・復興)-施設部-バックアップ電源システム-電気		3/2/12		0		0		252,000		応用地質（株）茨城支店

				⑫自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)ハドロン実験棟他搬入口土間応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		4/18/11		0		0		2887500		飛島建設（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＫＥＫＢトンネル塗床応急復旧工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		4/5/11		0		0		861000		（有）ケミカ

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研先端計測実験棟他周辺構内道路応急復旧工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		4/28/11		0		0		4389000		（株）川田建材工業

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研２号館池落下防止応急処置工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		4/20/11		0		0		199500		（株）近藤工務店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研電子陽電子入射器棟トンネル災害復旧湧水対策工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		4/6/11		0		0		2152500		（株）近藤工務店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研先端計測実験棟前汚水管応急復旧工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		5/11/11		0		0		1365000		（株）川田建材工業

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研先端計測実験棟他周辺構内道路応急復旧工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		6/3/11		0		0		-4389000		（株）川田建材工業

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研電子陽電子入射器棟トンネル災害復旧湧水対策工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		6/3/11		0		0		-2152500		（株）近藤工務店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研電子陽電子入射器棟トンネル他ＥＸＰ．Ｊ部漏水対策災害復旧工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		6/13/11		0		0		693000		（株）近藤工務店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研先端計測実験棟大実験室天井災害復旧工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		7/13/11		0		0		966000		（株）近藤工務店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研先端加速器試験棟等シャッター災害復旧工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		8/12/11		327600		0		0		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研先端加速器試験棟等シャッター災害復旧工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		8/12/11		0		0		327600		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研電子陽電子入射器棟他遮蔽扉健全性調査業務		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		4/15/11		0		0		266700		（株）イトーキ　

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研筑波実験棟外部通路庇災害復旧工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		8/5/11		0		0		564900		鈴木ガラス

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研PF-AR入射路漏水対策災害復旧工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		7/22/11		0		0		386400		(株）共進工業

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＢＴトンネルＥＸＰ．Ｊ部漏水対策災害復旧工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		9/7/11		0		0		246750		（株）近藤工務店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研電子陽電子入射器棟トンネル第３SY他EXP.J部漏水対策災害復旧工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		9/8/11		0		0		714000		（株）近藤工務店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＥＲＬ開発棟シャッターボックス交換災害復旧工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		10/11/11		0		0		703500		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研光源棟他遮蔽扉健全性調査業務		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		8/12/11		0		0		271950		（株）イトーキ　

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研北カウンターホール他外壁応急復旧工事（設計変更その２）		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		12/20/11		0		0		1837500		（株）近藤工務店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研研究棟（１号館他）災害復旧工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		12/8/11		0		0		4494000		古谷建設（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研研究支援施設（開発共用棟他）災害復旧工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		12/8/11		0		0		57626100		古谷建設（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研２号館他建具ガラス災害復旧工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		12/13/11		0		0		3016650		池田建装（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研加速器施設（電子陽電子入射器棟他）災害復旧工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		3/7/12		0		0		44571450		（株）近藤工務店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研研究棟（１号館他）災害復旧工事（設計変更に伴う増額分）		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		3/7/12		0		0		777000		古谷建設（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研研究支援施設（開発共用棟他）災害復旧工事（設計変更に伴う増額分）		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		3/7/12		0		0		8358000		古谷建設（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研加速器施設（電子陽電子入射器棟他）災害復旧工事　（設計変更に伴う増額分）		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		3/7/12		0		0		3234000		（株）近藤工務店

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】及び【セグメント修正】高エネ研加速器施設（電子陽電子入射器棟他）災害復旧工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-建築		3/29/12		0		0		-20412000

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研第4低温棟等照明器具補修工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-電気		4/19/11		0		0		420000		（有）森田電気商会

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研大穂変電所特高変圧器絶縁油検査		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-電気		4/1/11		0		0		367500		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＡＲ変電所等特高変圧器絶縁油検査		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-電気		4/1/11		0		0		661500		東芝電機サービス(株)

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研大穂変電所特高変圧器放圧板破壊装置交換工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-電気		4/27/11		0		0		2163000		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研中央変電所受電端子ケーブル接続部調査		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-電気		4/21/11		0		0		966000		東芝電機サービス(株)

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研第４低温棟等照明器具補修工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-電気		6/3/11		0		0		-420000		（有）森田電気商会

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研大穂変電所特高変圧器放圧板破壊装置交換工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-電気		6/3/11		0		0		-2163000		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研北カウンターホール高所照明設備災害復旧工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-電気		1/24/12		0		0		1365000		（株）協和エレックス

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研日光実験棟クレーン整備		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-機械		4/21/11		0		0		110250		（株）アトックス　東海営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＰＳエネセン井水受水槽バイパス管等漏水修理工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-機械		5/12/11		0		0		294000		カンキ工業（有）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＰＦ地区空気管漏洩修理工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-機械		4/4/11		0		0		661500		カンキ工業（有）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＰＦエネセン温水膨張水槽等漏水修理工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-機械		5/25/11		0		0		693000		（株）前沢設備

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＰＦエネセン高架水槽漏水修理工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-機械		5/18/11		0		0		173250		高砂熱学工業（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＰＳエネセン井水受水槽(№2)漏水修理工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-機械		5/18/11		0		0		183750		高砂熱学工業（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＰＳ主リング空調ダクト修理工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-機械		5/12/11		0		0		483000		カンキ工業（有）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＡＲ地区空気管漏洩修理その他工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-機械		4/20/11		0		0		987000		カンキ工業（有）

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研ＰＦ地区空気管漏洩修理工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-機械		6/3/11		0		0		-661500		カンキ工業（有）

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研ＡＲ地区空気管漏洩修理その他工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-機械		6/10/11		0		0		-987000		カンキ工業（有）

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研ＰＳ主リング空調ダクト修理工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-機械		6/17/11		0		0		-483000		カンキ工業（有）

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研ＰＦエネセン温水膨張水槽等漏水修理工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-機械		6/6/11		0		0		-693000		（株）前沢設備

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研化学実験棟ピット内排水管取替工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-機械		7/8/11		0		0		987000		（株）楠原管工業

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研筑波実験棟等消火水槽漏水修理工事		運交金-施設部-災害復旧経費(裁量)-機械		7/15/11		0		0		517650		（株）前沢設備

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟冷却塔用幹線ケーブル災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(大強度)-電気		10/31/11		0		0		456750		金沢産業（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノ第2設備棟入口土間応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		5/19/11		0		0		78750		東康建設工業（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）器材収納庫他応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		4/22/11		0		0		525000		東康建設工業（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）第1搬入棟他シャッター応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		5/18/11		0		0		154350		三和シャッター工業（株）水戸営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）NU3他土間応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		5/9/11		0		0		2562000		飛島建設（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研(東海)ニュートリノ実験準備棟外壁応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		4/26/11		0		0		409500		飛島建設（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）革新型蓄電池実験棟搬入扉応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		7/14/11		0		0		307650		東康建設工業（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール外構他災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		7/1/11		0		0		3360000		東康建設工業（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ＭＲトンネルD2工区天井他漏水応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		4/28/11		0		0		5250000		戸田建設（株）　関東支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ＭＲトンネルＡ工区天井他漏水応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		4/28/11		0		0		19425000		鹿島建設（株）関東支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ＭＲトンネルＣ工区壁漏水応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		6/23/11		0		0		346500		清水建設（株）関東支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研(東海)MRトンネルB工区床漏水応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		7/20/11		0		0		1606500		大成建設（株）東京支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）MRトンネルC工区災害復旧調査業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		4/1/11		0		0		392700		清水建設（株）関東支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）MRトンネルA工区災害復旧調査設計業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		4/1/11		0		0		976500		鹿島建設（株）関東支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）C1搬入棟他遮蔽扉健全性調査業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		4/15/11		0		0		137550		（株）イトーキ　

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）C2搬入棟他遮蔽扉健全性調査業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		4/14/11		0		0		210000		技研興業(株)テクノシールド事業本部

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）J-PARC　プレハブ建築物災害復旧調査業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		4/27/11		0		0		31500		大和リース（株）水戸支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）J-PARC　MLF-BL09工区災害復旧調査業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		4/1/11		0		0		31500		（株）大栄建設

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）J-PARC　C1建屋他災害復旧設計業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		6/7/11		0		0		336000		東康建設工業（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）J-PARC　SY・DK工区災害復旧調査設計業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		4/1/11		0		0		987000		飛島建設（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）J-PARC　NU1建屋他災害復旧調査業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		4/22/11		0		0		65100		昭和建設（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）J-PARC　長尺BL工区災害復旧調査業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		4/1/11		0		0		102900		大地建設（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）MRトンネルD２工区災害復旧調査設計業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		4/1/11		0		0		136500		戸田建設（株）　関東支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）東海1号館災害復旧調査業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		5/18/11		0		0		178500		（株）三共建設

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ＭＲトンネルＤ１工区天井他漏水応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		7/15/11		0		0		1921500		（株）大林組

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）MRトンネルD1工区災害復旧調査設計業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		4/1/11		0		0		567000		（株）大林組

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）J-PARC　TS工区災害復旧調査設計業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		4/1/11		0		0		367500		㈱熊谷組　首都圏支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟外構災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		6/20/11		0		0		4620000		㈱熊谷組　首都圏支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）MRトンネルB工区災害復旧調査設計業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		4/1/11		0		0		997500		大成建設（株）東京支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）J-PARC　HD工区災害復旧調査設計業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		4/1/11		0		0		514500		（株）竹中工務店　東京本店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）長尺ビームライン実験施設他地盤調査業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		9/14/11		0		0		4830000		（株）東京ソイルリサーチ　茨城営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研(東海)第2搬入棟外構他災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		9/26/11		0		0		4305000		東康建設工業（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノ実験準備棟外壁他災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		9/22/11		0		0		7245000		飛島建設（株）首都圏建築支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール耐風梁他災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		6/7/11		0		0		4830000		（株）竹中工務店　東京本店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研(東海)ニュートリノ第3設備棟周辺外構災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		10/18/11		0		0		8400000		東康建設工業（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）MR第2搬入棟地下1階塗床災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		10/5/11		0		0		105000		（有）ケミカ

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ﾆｭｰﾄﾘﾉﾀｰｹﾞｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ棟東側盛土他災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		10/26/11		0		0		7035000		東康建設工業（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）MRトンネル入射部導水災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		10/20/11		0		0		798000		東康建設工業（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール南側出入口歩道他災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		10/19/11		0		0		735000		東康建設工業（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）第2脱出棟地下湧水ピット等取設災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		10/20/11		0		0		976500		東康建設工業（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）革新型蓄電池実験棟空洞調査業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		10/28/11		0		0		520800		（株）東京ソイルリサーチ　茨城営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）D1工区植栽災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		11/16/11		0		0		1533000		不二造園土木（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）D1工区盛土応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		11/14/11		0		0		4672500		不二造園土木（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノトンネル盛土地盤調査業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		11/17/11		0		0		1680000		（株）東京ソイルリサーチ　茨城営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ﾆｭｰﾄﾘﾉﾀｰｹﾞｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ棟排気ｽﾀｯｸ災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		11/15/11		0		0		703500		東康建設工業（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）革新型蓄電池実験棟床下空洞部充填災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		11/21/11		0		0		682500		東康建設工業（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）MRﾄﾝﾈﾙ11通り付近天井他漏水応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		11/15/11		0		0		567000		㈱日本ザイペックス

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ハドロン第2機械棟北側横断架台災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		11/4/11		0		0		4200000		（株）竹中工務店　東京本店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）MRサブトンネル他漏水応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		10/26/11		0		0		4515000		㈱日本ザイペックス

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ハドロン実験棟他搬入口土間応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-2439360

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研(東海）ニュートリノ第2設備棟入口土間応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-78750

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）NU3他土間応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-2562000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）実験ホール耐風梁他災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-4830000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）革新型蓄電池実験棟搬入扉応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-307650

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ハドロン実験ホール外構他災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-2018100

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＭＲトンネルＤ2工区天井他漏水応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-5250000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＭＲトンネルＡ工区天井他漏水応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-19425000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＭＲトンネルC工区壁漏水応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-346500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＭＲトンネルD1工区天井他漏水応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-1921500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＭＲトンネルB工区床漏水応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-1606500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）第２搬入棟外構他災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-4305000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研(東海）ニュートリノターゲットステーション棟外構災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-4620000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ第3設備棟周辺外構災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-7979200

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研(東海）ニュートリノターゲットステーション棟東側盛土他災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-4053420

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＭＲサブトンネル他漏水応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-4515000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ハドロン第2機械棟北側横断架台災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-4200000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）D1工区盛土応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-4672500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）MRトンネルA工区災害復旧調査設計業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-976500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）MRトンネルD2工区災害復旧調査設計業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-136500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）J-PARC　SY・DK工区災害復旧調査設計業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-617610

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）MRトンネルD1工区災害復旧調査設計業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-567000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）J-PARC　C工区災害復旧調査業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-392700

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）J-PARC TS工区災害復旧調査設計業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-228060

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）MRトンネルB工区災害復旧調査設計業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-997500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ実験準備棟外壁他災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-7245000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研(東海）ニュートリノターゲットステーション棟排気スタック災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-703500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）J-PARC HD工区災害復旧調査設計業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/4/12		0		0		-73500

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ｽｲｯﾁﾔｰﾄﾞ盛土屋外設備架台応急復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		12/22/11		0		0		4222890		飛島建設（株）首都圏建築支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ﾆｭｰﾄﾘﾉﾀｰｹﾞｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ棟他遮蔽扉災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-建築		1/20/12		0		0		535500		（株）イトーキ　

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟エレベーター設備補修工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-電気		5/9/11		0		0		435645		東芝エレベータ（株）東関東支社

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノ第三設備棟屋外埋設配管補修工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-電気		4/25/11		0		0		204750		（株）関電工　茨城支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）MRトンネルケーブルラック脱着工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-電気		6/1/11		0		0		394800		金沢産業（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟等光ファイバーケーブル他補修工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-電気		6/29/11		0		0		831600		金沢産業（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）共同溝特別高圧ケーブル支持金物補修工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-電気		9/1/11		0		0		183750		（株）関電工　茨城支店

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟エレベーター設備補修工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-電気		1/4/12		0		0		-435645

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ第三設備棟屋外埋設配管補修工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-電気		1/4/12		0		0		-204750

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ第3設備棟等光ファイバーケーブル他補修工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-電気		1/4/12		0		0		-831600

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）共同溝特別高圧ケーブル支持金物補修工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-電気		1/4/12		0		0		-183750

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研(東海）ユーザー宿泊施設給湯器他修理		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		4/14/11		0		0		226800		㈱タケムラ

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ハドロン実験ホールクレーン整備		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		4/7/11		0		0		99750		（株）アトックス　東海営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟クレーン整備		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		4/18/11		0		0		122850		（株）アトックス　東海営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研(東海)C1搬入棟及び屋外架空給水管(市水)等漏水修理工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		5/18/11		0		0		955500		高砂熱学工業（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノ搬入棟４０ｔ門形クレーン整備		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		5/16/11		0		0		982800		（株）神内電機製作所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研(東海)第１搬入棟屋外埋設排水管漏水修理工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		5/30/11		0		0		636300		ダイダン（株）関東支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研(東海)第３機械棟等屋外架台給水管（工水）漏水修理工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		5/30/11		0		0		977550		ダイダン（株）関東支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ハドロン工水管漏水その他修理工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		5/31/11		0		0		399000		（株）三晃空調茨城営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟屋外排水ポンプフロート取替工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		5/6/11		0		0		990150		（株）サンプラント

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟屋外給水配管他引替工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		5/6/11		0		0		963900		（株）サンプラント

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟屋外工水配管他引替工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		5/6/11		0		0		997500		（株）サンプラント

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟屋外給水管他撤去工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		5/6/11		0		0		966000		（株）サンプラント

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟空調用屋外機撤去工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		5/27/11		0		0		663600		日本空調サービス（株）筑波支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ＮＭトンネル内冷水配管他撤去工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		6/27/11		0		0		748650		高砂熱学工業（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）１号館００４室他空調機等修理		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		6/28/11		0		0		525000		日本空調サービス（株）筑波支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）１号館３２７室他全熱交換器修理		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		6/28/11		0		0		840000		日本空調サービス（株）筑波支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟汚染検査室他屋外管理排水管災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		6/27/11		0		0		4882500		（株）サンプラント

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟空調用仮設ドレン配管工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		6/29/11		0		0		577500		（株）サンプラント

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ＭＲトンネルＮＯ２クレーン整備		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		7/4/11		0		0		945000		コネクレーンズ（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研(東海）ハドロン冷却水設備等災害復旧設計業務		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		7/13/11		0		0		840000		（株）ピーエーシー

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟屋外設備ヤード管理排水管災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		7/19/11		0		0		4725000		（株）サンプラント

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ＭＲトンネル ①～⑭通りダクト開口及び復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		7/8/11		0		0		956550		川崎設備工業（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ＭＲトンネル27～30通りダクト開口及び復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		7/15/11		0		0		892500		川崎設備工業（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研(東海)ＭＲトンネル30～①通りダクト開口及び復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		7/22/11		0		0		933450		川崎設備工業（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟空気調和設備災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		8/24/11		0		0		9660000		（株）サンプラント

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ＮＭトンネル空冷設備機器災害復旧点検		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		7/20/11		0		0		988050		高砂熱学工業（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ＮＭトンネル内冷水管他災害複旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		9/14/11		0		0		1785000		高砂熱学工業（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟パッケージ形空調機(室外機）復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		9/16/11		0		0		414750		日本空調サービス（株）筑波支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）MR第１電源棟サブトンネル他空調設備修理		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		9/2/11		0		0		577500		日本空調サービス（株）筑波支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ハドロン冷却水設備等災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		10/19/11		0		0		19950000		（株）サンプラント

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟補助散水設備復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		10/18/11		0		0		821100		（株）サンプラント

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）長尺ビームライン棟冷却水管等災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		10/26/11		0		0		1680000		高砂熱学工業（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟屋外管理排水管復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		10/28/11		0		0		997500		（株）サンプラント

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）革新型蓄電池実験棟冷却水設備等災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		11/2/11		0		0		1470000		高砂熱学工業（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ＭＲ第２脱出棟湧水排水ポンプ取設工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		11/22/11		0		0		529200		（株）シミズ空調サービス

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ニュートリノトンネル内冷却水配管保温復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		11/1/11		0		0		756000		川崎設備工業（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ハドロン実験ホールクレーン整備		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-99750

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟クレーン整備		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-122850

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研(東海)C1搬入棟及び屋外架空給水管(市水)等漏水修理工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-955500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ搬入棟４０ｔ門形クレーン整備		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-982800

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ハドロン工水管漏水その他修理工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-399000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研(東海)第３機械棟等屋外架台給水管（工水）漏水修理工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-977550

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研(東海)第１搬入棟屋外埋設排水管漏水修理工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-636300

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟屋外給水管他撤去工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-966000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟屋外工水配管他引替工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-997500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟屋外給水配管他引替工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-963900

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟屋外排水ポンプフロート取替工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-990150

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＮＭトンネル内冷水配管他撤去工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-748650

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟汚染検査室他屋外管理排水管災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-4882500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＭＲトンネルＮＯ２クレーン整備		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-945000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟屋外設備ヤード管理排水管災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-4725000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＮＭトンネル空冷設備機器災害復旧点検		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-988050

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＭＲトンネル ①～⑭通りダクト開口及び復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-956550

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＭＲトンネル27～30通りダクト開口及び復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-892500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研(東海)ＭＲトンネル30～①通りダクト開口及び復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-933450

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟空気調和設備災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-9660000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＮＭトンネル内冷水管他災害複旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-1785000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）MR第１電源棟サブトンネル他空調設備修理		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-577500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟パッケージ形空調機(室外機）復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-414750

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ハドロン冷却水設備等災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-19950000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟補助散水設備復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-821100

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）長尺ビームライン棟冷却水管等災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-1680000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟屋外管理排水管復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-997500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）革新型蓄電池実験棟冷却水設備等災害復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-1470000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノトンネル内冷却水配管保温復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-756000

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研(東海）ＨＭ２純水精製装置（ＰＷ５）復旧工事		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		12/26/11		0		0		265650		（株）サンプラント

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研(東海)ユーザー宿泊施設給湯器他修理		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-226800

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）１号館３２７室他全熱交換器修理		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-840000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）１号館００４室他空調機等修理		運交金-J-PARC-災害復旧経費(裁量)-機械		1/4/12		0		0		-525000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研先端計測実験棟他周辺構内道路応急復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（建築）		6/3/11		0		0		4389000		（株）川田建材工業

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研電子陽電子入射器棟トンネル災害復旧湧水対策工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（建築）		6/3/11		0		0		2152500		（株）近藤工務店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研電子陽電子入射器棟他遮蔽扉災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（建築）		7/5/11		0		0		4935000		（株）イトーキ　

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研先端計測実験棟他周辺構内道路災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（建築）		8/1/11		0		0		2593500		（株）ミヤモト開発

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研　１号館・国際交流センター外構　災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（建築）		8/8/11		0		0		2415000		(株)カタオカエンジニアリング

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研先端加速器試験棟等シャッター災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（建築）		8/12/11		0		0		1982400		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研電子陽電子入射器棟電子銃室他塗床補修工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（建築）		8/3/11		0		0		122850		（有）ケミカ

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ERL開発棟屋根災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（建築）		1/31/12		0		0		3255000		飛島建設（株）首都圏建築支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研研究棟（１号館他）災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（建築）		12/8/11		0		0		9366000		古谷建設（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研研究支援施設（開発共用棟他）災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（建築）		12/8/11		0		0		1173900		古谷建設（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研２号館他建具ガラス災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（建築）		12/13/11		0		0		112350		池田建装（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研加速器施設（電子陽電子入射器棟他）災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（建築）		3/7/12		0		0		59168550		（株）近藤工務店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研PF変電所自家発電設備マフラー支持金具その他補修工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（電気）		6/20/11		0		0		502950		（有）森田電気商会

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研大穂変電所断路器他災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（電気）		6/9/11		0		0		997500		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研PS変電所断路器空気吹付装置電磁コイル災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（電気）		6/7/11		0		0		892500		東芝電機サービス(株)

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研PS変電所特高変圧器放圧装置災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（電気）		6/17/11		0		0		3538500		東芝電機サービス(株)

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研PS変電所碍子洗浄装置配管基礎その他補修工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（電気）		6/14/11		0		0		328650		（有）信濃電設

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研第４低温棟等照明器具補修工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（電気）		6/3/11		0		0		420000		（有）森田電気商会

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研大穂変電所特高変圧器放圧板破壊装置交換工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（電気）		6/3/11		0		0		2163000		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研北カウンターホールケーブルラック災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（電気）		7/8/11		0		0		2194500		（有）信濃電設

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＭＲ・Ｄ５電源棟ケーブルラック災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（電気）		7/8/11		0		0		1680000		（有）森田電気商会

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ニュートリノ電源棟等電気設備補修工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（電気）		7/15/11		0		0		932400		（株）須藤電気商会

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研中央変電所ガス絶縁開閉装置接続部端子災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（電気）		7/22/11		0		0		3790500		(有)菊田電気工事

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＥＲＬ開発棟電灯設備災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（電気）		8/5/11		0		0		1578150		（有）信濃電設

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＰＳ変電所碍子洗浄装置用受水槽災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（電気）		8/30/11		0		0		3780000		東洋プラント工業（株）

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研ＰＦ地区空気管漏洩修理工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		6/3/11		0		0		661500		カンキ工業（有）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研先端計測実験棟空調吹出口ボックス災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		6/23/11		0		0		1648500		カンキ工業（有）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＳＴＦ機械棟冷凍機用冷却水管等災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		6/29/11		0		0		3780000		川崎設備工業（株）茨城営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＡＲ西実験棟機械室等空気式２方弁その他取替工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		6/20/11		0		0		997500		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研ＡＲ地区空気管漏洩修理その他工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		6/10/11		0		0		987000		カンキ工業（有）

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研ＰＳ主リング空調ダクト修理工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		6/17/11		0		0		483000		カンキ工業（有）

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研ＰＦエネセン温水膨張水槽等漏水修理工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		6/6/11		0		0		693000		（株）前沢設備

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研筑波実験棟クレーン整備		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		6/3/11		0		0		1522500		宇部テクノエンジ（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ２機械室冷水膨張管等漏水修理工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		6/3/11		0		0		762300		カンキ工業（有）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研富士ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ-棟冷却塔撤去工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		6/24/11		0		0		483000		㈱キザワ重機工事

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研第３低温棟４．８ｔクレーン整備		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		6/3/11		0		0		883050		（株）神内電機製作所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＭＲ・Ｄ１０電源棟等クレーン整備		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		6/3/11		0		0		983850		（株）神内電機製作所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研大穂トンネル直線部（筑波側）等クレーン整備		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		6/3/11		0		0		978600		（株）神内電機製作所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＳＴＦ機械棟冷却塔（ＣＴ１－１）修理		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		6/15/11		0		0		892500		空研工業（株）東京支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＡＲ東実験棟機械室等純水再生装置(PWU-1)空気式２方弁取替工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		6/3/11		0		0		924000		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研日光実験棟トンネル直線部クレーン整備		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		7/13/11		0		0		787500		コネクレーンズ（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＡＲ北実験棟機械室等純水再生装置(PWU-1-1)空気式２方弁取替工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		6/20/11		0		0		924000		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＭＲ・Ｄ７電源棟（高周波電源室）パッケージ形空調機（D7-1･2）整備		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		7/15/11		0		0		724500		日本空調サービス（株）筑波支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研先端加速器試験棟純水再生装置(PWU-1)空気式２方弁その他取替工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		7/27/11		0		0		997500		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研PF入射器棟押込型冷却塔(M2～4-PCT-B,C)災害復旧整備		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		8/11/11		0		0		11025000		日本ビー・エー・シー（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＰＳ地区他受水槽等災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		8/24/11		0		0		54390000		東洋プラント工業（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＰＦ－ＡＲ東実験棟空調機（ＡＣ－２）災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		10/19/11		0		0		7645050		（株）東洋製作所筑波営業所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研第２工作棟空調機（ＰＡＣ－２）災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		10/27/11		0		0		3990000		（株）楠原管工業

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研ＭＲ・Ｄ５電源棟制御室空調機災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（機械）		12/13/11		0		0		6720000		（株）楠原管工業

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研吾妻２丁目805号棟屋外給水管漏水修繕		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（宿舎）		6/3/11		0		0		982800		サンコー（株）

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（吾妻）職員宿舎災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（宿舎）		8/25/11		0		0		7591500		（株）近藤工務店

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研吾妻２丁目職員宿舎構内道路災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-事業費（宿舎）		1/31/12		0		0		525000		（株）川田建材工業

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研災害復旧（研究支援施設）調査・設計業務		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-附帯事務経費		8/5/11		0		0		5985000		つくば建築設計事務所(株)

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研災害復旧（加速器施設他）調査・設計業務		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-附帯事務経費		8/4/11		0		0		6090000		（株）須藤隆建築設計事務所

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研災害復旧（研究棟他）調査・設計業務		施設整備-施設部-（大穂他）災害復旧事業-附帯事務経費		8/10/11		0		0		8610000		（株）横須賀満夫建築設計事務所

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ハドロン実験棟他搬入口土間応急復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		2439360

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研(東海）ニュートリノ第2設備棟入口土間応急復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		78750

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）NU3他土間応急復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		2562000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）実験ホール耐風梁他災害復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		4830000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）革新型蓄電池実験棟搬入扉応急復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		307650

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ハドロン実験ホール外構他災害復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		2018100

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＭＲトンネルＤ2工区天井他漏水応急復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		5250000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＭＲトンネルＡ工区天井他漏水応急復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		19425000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＭＲトンネルC工区壁漏水応急復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		346500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＭＲトンネルD1工区天井他漏水応急復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		1921500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＭＲトンネルB工区床漏水応急復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		1606500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）第２搬入棟外構他災害復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		4305000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研(東海）ニュートリノターゲットステーション棟外構災害復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		4620000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ第3設備棟周辺外構災害復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		7979200

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研(東海）ニュートリノターゲットステーション棟東側盛土他災害復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		4053420

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＭＲサブトンネル他漏水応急復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		4515000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ハドロン第2機械棟北側横断架台災害復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		4200000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）D1工区盛土応急復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		4672500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ実験準備棟外壁他災害復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		7245000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研(東海）ニュートリノターゲットステーション棟排気スタック災害復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		1/4/12		0		0		703500

				⑫自 ジ		災害損失		高エネ研（東海）ｽｲｯﾁﾔｰﾄﾞ盛土屋外設備架台応急復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（建築）		12/22/11		0		0		502110		飛島建設（株）首都圏建築支店

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟エレベーター設備補修工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（電気）		1/4/12		0		0		435645

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ第三設備棟屋外埋設配管補修工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（電気）		1/4/12		0		0		204750

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ第3設備棟等光ファイバーケーブル他補修工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（電気）		1/4/12		0		0		831600

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）共同溝特別高圧ケーブル支持金物補修工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（電気）		1/4/12		0		0		183750

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ハドロン実験ホールクレーン整備		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		99750

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟クレーン整備		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		122850

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研(東海)C1搬入棟及び屋外架空給水管(市水)等漏水修理工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		955500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ搬入棟４０ｔ門形クレーン整備		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		982800

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ハドロン工水管漏水その他修理工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		399000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研(東海)第３機械棟等屋外架台給水管（工水）漏水修理工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		977550

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研(東海)第１搬入棟屋外埋設排水管漏水修理工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		636300

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟屋外給水管他撤去工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		966000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟屋外工水配管他引替工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		997500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟屋外給水配管他引替工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		963900

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟屋外排水ポンプフロート取替工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		990150

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＮＭトンネル内冷水配管他撤去工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		748650

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟汚染検査室他屋外管理排水管災害復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		4882500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＭＲトンネルＮＯ２クレーン整備		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		945000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟屋外設備ヤード管理排水管災害復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		4725000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＮＭトンネル空冷設備機器災害復旧点検		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		988050

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＭＲトンネル ①～⑭通りダクト開口及び復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		956550

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＭＲトンネル27～30通りダクト開口及び復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		892500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研(東海)ＭＲトンネル30～①通りダクト開口及び復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		933450

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟空気調和設備災害復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		9660000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ＮＭトンネル内冷水管他災害複旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		1785000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）MR第１電源棟サブトンネル他空調設備修理		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		577500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟パッケージ形空調機(室外機）復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		414750

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ハドロン冷却水設備等災害復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		19950000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟補助散水設備復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		821100

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）長尺ビームライン棟冷却水管等災害復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		1680000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟屋外管理排水管復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		997500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）革新型蓄電池実験棟冷却水設備等災害復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		1470000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）ニュートリノトンネル内冷却水配管保温復旧工事		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		756000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研(東海)ユーザー宿泊施設給湯器他修理		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		226800

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）１号館３２７室他全熱交換器修理		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		840000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）１号館００４室他空調機等修理		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-事業費（機械）		1/4/12		0		0		525000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）MRトンネルA工区災害復旧調査設計業務		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-附帯事務経費		1/4/12		0		0		976500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）MRトンネルD2工区災害復旧調査設計業務		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-附帯事務経費		1/4/12		0		0		136500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）J-PARC　SY・DK工区災害復旧調査設計業務		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-附帯事務経費		1/4/12		0		0		617610

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）MRトンネルD1工区災害復旧調査設計業務		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-附帯事務経費		1/4/12		0		0		567000

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）J-PARC　C工区災害復旧調査業務		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-附帯事務経費		1/4/12		0		0		392700

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）J-PARC TS工区災害復旧調査設計業務		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-附帯事務経費		1/4/12		0		0		228060

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）MRトンネルB工区災害復旧調査設計業務		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-附帯事務経費		1/4/12		0		0		997500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】高エネ研（東海）J-PARC HD工区災害復旧調査設計業務		施設整備-施設部-（東海）災害復旧事業Ⅱ-附帯事務経費		1/4/12		0		0		73500

				⑫自 ジ		災害損失		【予算区分修正】及び【セグメント修正】高エネ研加速器施設（電子陽電子入射器棟他）災害復旧工事		施設整備-施設部-（大穂）災害復旧事業Ⅲ-事業費		3/29/12		0		0		20412000

				⑫自 ジ														566,822,445







平成24年度

				項目№ コウモク		形態別科目		件名		予算名称(細目レベル)		無効額		見込額		済額		債主名称		日付		契約方式		未払金伝票仕訳日		決議書担当者		決議書使用者		決議書納入期限

		長 チョウ		①		建物		高エネ研第２工作棟コンクリート基礎取設工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		1,218,000		（株）近藤工務店		1/28/13		随意契約		3/6/13		中島　幸一郎		山中　将		3/15/13

		P		①		建設仮		高エネ研ERL開発棟シールドブロック内電気設備工事		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-空調設備		0		0		6,825,000		吉原電機工業㈱		8/31/12		一般競争契約		12/19/12		福田　幸子		野上　隆史		12/21/12

		P		①		建設仮		高エネ研（東海）物質・生命科学実験施設ミュオン実験盤取設工事		運交金-J-PARC-ミュオン実験(大強度)-物件費		0		0		24,885,000		金沢産業（株）		6/27/12		一般競争契約		10/16/12		福田　幸子		藤森　寛		10/12/12

		P		①		建設仮		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設テント倉庫新営電気設備工事		共同研-加三・四-KEKBテントハウス(間接)-工事費		0		0		4,693,500		(有)菊田電気工事		4/27/12		一般競争契約		7/23/12		福田　幸子		小野　正明		7/31/12

		P		①		建設仮		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設電子陽電子入射器棟増築電気設備工事（その２）		雑収入-施設部-電子陽電子入射器棟増築(間接)-工事費		0		0		7,245,000		（株）協和エレックス		6/6/12		一般競争契約		9/12/12		福田　幸子		伊藤　博		9/7/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟搬入口シャッター開閉機交換工事		運交金-素長-素核研共通-物件費(研究施設)		0		0		840,000		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		7/23/12		随意契約		10/11/12		福田　幸子		山内　正則		10/5/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟渡り廊下照明スイッチ移設工事		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		0		0		27,300		（株）須藤電気商会		6/15/12		随意契約		7/20/12		福田　幸子		永田　直美		7/20/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟渡り廊下防火戸改修工事		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		0		0		321,300		池田建装（株）		7/17/12		随意契約		8/3/12		福田　幸子		永田　直美		8/1/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟化学洗浄室（Ａ－１９）ルームエアコン取替工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		223,650		日本空調サービス（株）筑波支店		7/30/12		随意契約		8/10/12		中島　幸一郎		伊藤　健二		8/10/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟ＰＨＳ基地局取設工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造生物準備室		0		0		220,500		常伸電通システム（株）		1/31/13		随意契約		3/1/13		福田　幸子		加藤　龍一		3/1/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ実験準備棟１０７・１０８室内装改修工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造物性研究センター		0		0		580,650		（株）塚本建装		8/24/12		随意契約		10/10/12		福田　幸子		村上　洋一		10/1/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟１階化学試料準備室等エアコン電源取設工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		214,200		（有）森田電気商会		9/18/12		随意契約		10/2/12		福田　幸子		伊藤　健二		10/5/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟コンセント改修その他工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		271,950		飯村電設（株）		1/25/13		随意契約		2/22/13		福田　幸子		若槻　壮市		2/22/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟トンネルＳＹ２塗装改修工事		運交金-加五-リニアック(B設備)-共通1		0		0		966,000		（有）ケミカ		9/19/12		随意契約		10/24/12		福田　幸子		飯田　直子		10/24/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟第2セクター搬入扉等建具補修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-マイクロ波2		0		0		38,850		池田建装（株）		8/8/12		随意契約		9/21/12		福田　幸子		赤池　健		9/21/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器コントロール棟コントロール室間仕切壁補修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-制御2		0		0		598,500		（株）近藤工務店		2/1/13		随意契約		3/22/13		福田　幸子		諏訪田　剛		3/22/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟第５副制御室扉錠前交換		運交金-加五-リニアック(PF)-運転管理2		0		0		32,550		つくばキーセンター　澤邉久輝		10/30/12		随意契約		12/27/12		福田　幸子		本間　博幸		12/21/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器コントロール棟コントロール室等内装改修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通2		0		0		766,500		（株）近藤工務店		7/20/12		随意契約		9/7/12		福田　幸子		大澤　　哲		8/31/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ件電子陽電子入射器棟トンネル第1，2セクター止水工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通2		0		0		992,250		日本躯体処理㈱		9/24/12		随意契約		11/2/12		福田　幸子		大澤　　哲		10/31/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟構内PHS基地局取設工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通2		0		0		835,800		常伸電通システム（株）		10/24/12		随意契約		11/26/12		福田　幸子		大澤　　哲		12/14/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ物理第１低温棟物理低温室パッケージ形空調機取替工事		運交金-加七-次世代光源(PF)-HLRF		0		0		756,000		（有）佐藤管理工業		1/9/13		随意契約		2/15/13		中島　幸一郎		荒川　大		2/15/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ７電源棟屋根補修工事		運交金-加三・四-B運転(B設備)-KEKB共通		0		0		304,500		興和建業（株）		5/22/12		随意契約		6/13/12		鈴木　孝幸		小野　正明		6/7/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKB高度化施設筑波実験棟地下ビーム架橋改修工事		運交金-加三・四-B運転(B設備)-KEKB共通		0		0		4,168,500		（株）近藤工務店		8/2/12		一般競争契約		10/4/12		福田　幸子		小野　正明		9/28/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設（中性子中間子ビームライン制御棟）改修電気設備工事		運交金-加三・四-B運転(B設備)-KEKB共通		0		0		319,200		葛城電気（株）		6/6/12		一般競争契約		8/28/12		福田　幸子		小野　正明		8/24/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂第１コンプレッサー棟シャッター電源取設その他工事		運交金-加三・四-B運転(B設備)-KEKB共通		0		0		136,500		（株）須藤電気商会		11/14/12		随意契約		12/12/12		福田　幸子		小野　正明		12/14/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ブースター電源棟電灯・動力幹線ケーブル改修工事		運交金-加三・四-B運転(B設備)-KEKB共通		0		0		399,000		（株）須藤電気商会		10/22/12		随意契約		11/19/12		福田　幸子		小野　正明		11/16/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ８電源棟床下空洞化対策工事		運交金-加三・四-B運転(B設備)-KEKB共通		0		0		1,365,000		（株）川田建材工業		12/13/12		随意契約		1/17/13		福田　幸子		小野　正明		1/18/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟等電子雲除去電源装置用電源取設工事		運交金-加三・四-B運転(B設備)-KEKB共通		0		0		997,500		（有）森田電気商会		12/4/12		随意契約		1/21/13		福田　幸子		小野　正明		1/25/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ４・Ｄ８電源棟床下空洞化対策工事		運交金-加三・四-B運転(B設備)-KEKB共通		0		0		3,517,500		（株）川田建材工業		12/5/12		一般競争契約		1/17/13		福田　幸子		小野　正明		1/18/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢ分散遠隔制御室パッケージ形空調機改修工事		運交金-加三・四-B運転(B設備)-KEKB共通		0		0		3,341,100		（株）アサヒテクノ		1/10/13		一般競争契約		3/18/13		中島　幸一郎		小野　正明		3/15/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D4電源棟等クライストロン冷却システム用実験盤取設工事		運交金-加三・四-B運転(B設備)-KEKB共通		0		0		216,300		（有）信濃電設		12/21/12		一般競争契約		3/22/13		福田　幸子		赤井　和憲		3/15/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ大穂特高変電所高圧配電盤Ｆ217改修工事		運交金-加三・四-B運転(B設備)-RFシステム		0		0		1,942,500		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社		5/25/12		随意契約		8/23/12		福田　幸子		吉本　伸一		8/24/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟地下3階サーバー室UPS用電源取設工事		運交金-加三・四-B運転(B設備)-超伝導マグネット		0		0		913,500		（有）森田電気商会		1/29/13		随意契約		3/26/13		福田　幸子		大内　徳人		3/27/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS第１補助電源棟シャッター補修工事		運交金-加三・四-B運転(B運営)-KEKB共通		0		0		144,795		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		7/20/12		随意契約		9/6/12		福田　幸子		小野　正明		9/7/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１電源棟シャッターブレーキ装置等交換工事		運交金-加三・四-B運転(B運営)-KEKB共通		0		0		210,000		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		10/4/12		随意契約		11/2/12		福田　幸子		小野　正明		11/2/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟錠前更新工事		運交金-加三・四-B運転(B運営)-KEKB共通		0		0		852,600		つくばキーセンター　澤邉久輝		10/22/12		随意契約		12/20/12		福田　幸子		小野　正明		12/17/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ５電源棟２階ベランダ外部アルミニウム手摺補修工事		運交金-加三・四-B運転(B運営)-KEKB共通		0		0		189,000		（株）富士精罐商事		12/28/12		随意契約		2/12/13		福田　幸子		小野　正明		2/8/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR3C・6C・9C・12C搬入棟錠前更新工事		運交金-加三・四-B運転(B運営)-KEKB施設・安全		0		0		154,350		つくばキーセンター　澤邉久輝		2/4/13		随意契約		3/14/13		福田　幸子		三増　俊広		3/13/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器実験準備棟端末室エアコン取替工事		運交金-加三・四-KEKB共通(一般)-物件費		0		0		546,000		カンキ工業（有）		8/2/12		随意契約		9/6/12		中島　幸一郎		小野　正明		9/5/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢトンネルＤ８直線部感知器移設工事		運交金-加三・四-KEKB共通(一般)-物件費		0		0		489,300		（有）森田電気商会		10/22/12		随意契約		11/21/12		福田　幸子		小野　正明		11/22/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKBトンネルTL175EXP．J樋取設工事		運交金-加三・四-KEKB共通(一般)-物件費		0		0		875,700		（株）近藤工務店		10/2/12		随意契約		11/12/12		福田　幸子		小野　正明		11/9/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKB　BT入射器境界領域EXP. J止水工事		運交金-加三・四-KEKB共通(一般)-物件費		0		0		262,500		日本躯体処理㈱		3/13/13		随意契約		3/29/13		福田　幸子		小野　正明		3/28/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射線照射棟運転準備室エアコン取替工事		運交金-放射セ-加速器安全(大強度)-関係施設整備		0		0		630,000		カンキ工業（有）		12/27/12		随意契約		2/18/13		中島　幸一郎		佐々木　慎一		2/15/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟RI実験室(1)(2)エアコン取替工事		運交金-放射セ-加速器安全(大強度)-関係施設整備		0		0		777,000		カンキ工業（有）		12/27/12		随意契約		2/25/13		中島　幸一郎		桝本　和義		2/22/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研実験廃液処理棟検査室アルミサッシ交換工事		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		0		0		183,750		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		1/22/13		随意契約		2/12/13		福田　幸子		別所　光太郎		2/15/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研実験廃液処理棟検査室換気扇取設工事		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		0		0		28,350		メイデン（株）		12/18/12		随意契約		2/1/13		福田　幸子		別所　光太郎		2/1/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟152室壁補修工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		105,000		（株）近藤工務店		5/22/12		随意契約		7/24/12		福田　幸子		中村　貞次		7/13/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟152室パッケージエアコン取替工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		420,000		カンキ工業（有）		8/7/12		随意契約		9/12/12		中島　幸一郎		中村　貞次		9/12/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟計算機室間仕切り扉取替工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		294,000		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		12/12/12		随意契約		3/7/13		福田　幸子		柿原　春美		3/8/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟118室南側建具改修その他工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-大型システム更新		0		0		861,000		（株）近藤工務店		4/17/12		随意契約		8/1/12		中島　幸一郎		石川　正		7/27/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第３低温棟圧力扇用温度センサー取替他工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		78,750		（株）須藤電気商会		7/11/12		随意契約		8/6/12		中島　幸一郎		田中　賢一		8/10/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研低温工学センター電気錠交換工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		273,000		鈴木ガラス		5/16/12		随意契約		8/10/12		福田　幸子		木村　誠宏		8/10/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第３低温棟２階サーバー室エアコン取替工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		798,000		（株）楠原管工業		1/18/13		随意契約		3/18/13		中島　幸一郎		中本　建志		3/15/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１低温棟機械室シャッター取設工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		472,500		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		12/10/12		随意契約		2/12/13		福田　幸子		中本　建志		2/15/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館１１５室ガラス交換工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		63,000		池田建装（株）		6/1/12		随意契約		7/6/12		鈴木　孝幸		山中　将		7/2/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟１２３室等内装改修工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		987,000		（株）近藤工務店		5/22/12		随意契約		8/6/12		中島　幸一郎		山中　将		7/27/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟5軸マシニングセンター（Ｄ300）用電源取設工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		640,500		（有）信濃電設		12/28/12		随意契約		2/1/13		福田　幸子		山中　将		2/1/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D5電源棟空調用電源配線改修工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		126,000		（有）森田電気商会		4/4/12		随意契約		4/26/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		4/27/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネルギーセンター照明器具取替その他工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		396,900		（株）須藤電気商会		6/11/12		随意契約		7/3/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		7/6/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟中央監視DIモジュール修理		運交金-施設部-運転-電気		0		0		525,000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部		6/13/12		随意契約		6/22/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		6/22/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟構内PHS基地局改修工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		425,250		常伸電通システム（株）		7/20/12		随意契約		8/31/12		福田　幸子		塚本　智		9/14/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研サブ変電所S-20・S-501電力量計測ユニット取設工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		994,350		（有）信濃電設		6/15/12		随意契約		9/5/12		福田　幸子		鈴木　義弘		8/27/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKB・PF地区サブ変電所改修工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		392,700		（有）森田電気商会		7/25/12		随意契約		8/30/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		9/14/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研AR地区等サブ変電所その他改修工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		707,700		（有）信濃電設		7/30/12		随意契約		9/18/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		9/14/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF地区中央監視装置メッセージプリンタ不具合調査・修理		運交金-施設部-運転-電気		0		0		47,250		東芝電機サービス(株)		9/4/12		随意契約		9/11/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		9/21/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネルギーセンター構内電話交換装置用蓄電池取替工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		787,500		東神電池工業（株）		9/13/12		随意契約		11/1/12		福田　幸子		塚本　智		11/16/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS特高変電棟中央監視用無停電電源装置更新その他工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		682,500		東神電池工業（株）		9/5/12		随意契約		11/1/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		11/2/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネルギーセンター構内電話交換装置用電源切替開閉器盤取設工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		290,850		（有）信濃電設		10/1/12		随意契約		11/1/12		福田　幸子		塚本　智		10/26/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKB西トンネル等非常灯用蓄電池他取替工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		835,800		（有）森田電気商会		10/16/12		随意契約		11/19/12		福田　幸子		鈴木　義弘		11/22/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネルギーセンター交流無停電電源装置用蓄電池取替工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		4,147,500		東神電池工業（株）		11/14/12		随意契約		2/14/13		福田　幸子		氏家　和輝		2/8/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネルギーセンター等構内電話交換装置PHS基地局収容基板取設工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		997,500		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		11/26/12		随意契約		1/25/13		福田　幸子		塚本　智		1/25/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１１電源棟等非常用照明器具他取替工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		861,000		飯村電設（株）		11/14/12		随意契約		1/18/13		福田　幸子		鈴木　義弘		1/18/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟構内電話交換装置用蓄電池取替工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		966,000		東神電池工業（株）		12/11/12		随意契約		1/25/13		福田　幸子		塚本　智		1/25/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟トンネルＡ・B・Ｃセクター構内PHS基地局改修工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		472,500		常伸電通システム（株）		12/17/12		随意契約		3/1/13		福田　幸子		塚本　智		3/1/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS特高変電所高圧ケーブル撤去その他工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		94,962		（有）森田電気商会		12/3/12		随意契約		12/13/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		12/14/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟等非常用照明器具他取替工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		974,400		（株）須藤電気商会		12/18/12		随意契約		1/31/13		福田　幸子		鈴木　義弘		2/1/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中央変電所受変電設備補修塗装工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		945,000		美野里塗防工業（株）		1/22/13		随意契約		2/15/13		福田　幸子		瀬谷　憲明		2/15/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波地区等電気設備不良改修工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		962,850		（株）須藤電気商会		12/4/12		随意契約		1/31/13		福田　幸子		氏家　和輝		1/31/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ電源棟等照明器具安定器取替工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		451,500		高橋興業（株）		1/31/13		随意契約		2/19/13		福田　幸子		瀬谷　憲明		2/15/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟排水ポンプ盤電源配線改修その他工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		726,600		（有）森田電気商会		2/13/13		随意契約		3/4/13		福田　幸子		瀬谷　憲明		3/8/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟等誘導灯他取替工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		745,500		（有）信濃電設		2/20/13		随意契約		3/27/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/27/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟等非常用照明器具他取替工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		987,000		（有）森田電気商会		2/25/13		随意契約		3/22/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/26/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ地区Ｍ５・１４機械室空気調和機（ＡＣ－６・１）たわみ継手取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		325,500		（株）東洋製作所筑波営業所		4/5/12		随意契約		5/14/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		5/11/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟電気給湯器ヒーター取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		62,580		㈱日本イトミック		5/11/12		随意契約		5/25/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		5/28/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟１階便所雑排水管等漏水修理工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		244,650		昭和管工事（株）		4/12/12		随意契約		6/8/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		6/6/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟１階便所排水管用土間改修工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		903,000		（株）近藤工務店		4/16/12		随意契約		6/6/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		6/8/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D10電源棟他屋外消火栓ホ－ス格納箱取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		987,000		（株）前沢設備		5/10/12		随意契約		6/25/12		中島　幸一郎		今村　誠一		6/22/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟南側汚水ポンプ槽（Ｍ１－ＤＴ－３）逆止弁取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		147,000		昭和管工事（株）		5/30/12		随意契約		6/19/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		6/15/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光機械棟等２階機械室自動エア抜き弁取替他工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		462,000		カンキ工業（有）		6/8/12		随意契約		7/17/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		7/13/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ東実験棟冷却水ポンプ(AE-PWP-1-2)主軸取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		693,000		三和ハイドロテック（株）営業部東京支店		6/12/12		随意契約		6/29/12		中島　幸一郎		今村　誠一		6/29/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波第１圧縮機棟冷却塔（ＴＣＰ－ＣＴ－１）散水ポンプ取替他工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		242,550		（有）佐藤管理工業		7/10/12		随意契約		8/3/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		8/3/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ南実験棟第２機械室冷水ポンプ（ＡＳ－ＣＷＰ－５）取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		346,500		カンキ工業（有）		7/4/12		随意契約		8/6/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		8/3/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟パッケージ形空調機（ACP-1）ドレン管修理工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		210,000		日本空調サービス（株）筑波支店		6/13/12		随意契約		8/2/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		7/27/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ８電源棟市水ポンプインバータ取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		420,000		志賀計装（株）		8/3/12		随意契約		9/11/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		9/10/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ北実験棟純水ポンプ（ＰＷＰ－１－１・２）用インバータ改修		運交金-施設部-運転-機械		0		0		980,700		（株）東邦製作所		8/7/12		随意契約		10/9/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		10/5/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホール天井クレーン（30/15ｔ）用無線機交換		運交金-施設部-運転-機械		0		0		4,200,000		住友重機械搬送システム(株）		8/10/12		随意契約		12/3/12		中島　幸一郎		鈴木　久		11/30/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ北実験棟動力盤（ＡＮ－ＣＰ－６）改修		運交金-施設部-運転-機械		0		0		838,950		（株）東邦製作所		8/7/12		随意契約		10/9/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		10/5/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士機械棟等排水ポンプ盤(ST-CP-5)制御回路取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		890,400		（株）東邦製作所		7/13/12		随意契約		9/24/12		中島　幸一郎		今村　誠一		9/24/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ西実験棟空調用温度・湿度センサ－取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		929,250		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		8/2/12		随意契約		9/25/12		中島　幸一郎		今村　誠一		9/14/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ１機械室等空気調和機制御弁他取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		997,500		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		8/23/12		随意契約		9/11/12		中島　幸一郎		今村　誠一		9/10/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ東実験棟北側埋設給水管漏水修理工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		286,650		東洋プラント工業（株）		9/3/12		随意契約		9/14/12		中島　幸一郎		今村　誠一		9/14/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ西実験棟空気調和機AW-AC-2制御弁他取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		992,250		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		8/30/12		随意契約		9/28/12		中島　幸一郎		今村　誠一		9/27/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験準備棟30/4.5tクレーン給電部修理		運交金-施設部-運転-機械		0		0		237,300		コネクレーンズ（株）		9/12/12		随意契約		9/20/12		中島　幸一郎		鈴木　久		9/20/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟屋上膨張タンク補給水管漏水修理工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		257,250		（有）佐藤管理工業		9/10/12		随意契約		9/24/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		9/24/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲトンネル排水ポンプ取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		592,200		カンキ工業（有）		9/13/12		随意契約		10/1/12		中島　幸一郎		今村　誠一		9/28/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ８電源棟屋上市水配管フレキ取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		162,750		カンキ工業（有）		8/22/12		随意契約		10/2/12		中島　幸一郎		今村　誠一		10/1/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロ－ル棟等空調用温度・湿度センサ－取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		648,900		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		9/13/12		随意契約		10/9/12		中島　幸一郎		今村　誠一		10/5/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研９ＳＭ５補助機械棟等排水ポンプ盤（WT-CP-2）制御回路取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		890,400		（株）東邦製作所		9/26/12		随意契約		11/2/12		中島　幸一郎		今村　誠一		10/29/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟１Ｆ機械室排風機(EF-10)取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		289,800		東洋プラント工業（株）		9/25/12		随意契約		11/2/12		中島　幸一郎		今村　誠一		11/29/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ７，Ｄ８電源棟排水ポンプ取替他工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		394,800		カンキ工業（有）		9/24/12		随意契約		11/2/12		中島　幸一郎		今村　誠一		10/29/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ８電源棟受水槽漏水修理工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		80,850		昭和管工事（株）		10/3/12		随意契約		10/16/12		中島　幸一郎		小川　一弘		10/15/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その８）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		993,300		日本空調サービス（株）筑波支店		10/9/12		随意契約		11/2/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		10/26/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟パッケージ形空調機ＯＲＡＣ-1圧縮機取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		535,500		日本空調サービス（株）筑波支店		10/12/12		随意契約		12/3/12		中島　幸一郎		鈴木　久		11/30/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟搬入ヤード天井クレーン（50/5ｔ）他無線機交換		運交金-施設部-運転-機械		0		0		4,620,000		㈱日立プラントメカニクス関東支店		10/30/12		随意契約		3/19/13		中島　幸一郎		鈴木　久		3/19/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その９）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		975,450		日本空調サービス（株）筑波支店		10/24/12		随意契約		11/19/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		11/16/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中央変電所給湯室電気温水器取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		210,000		カンキ工業（有）		11/1/12		随意契約		11/28/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		11/28/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高ｴﾈ研PFｴﾈｾﾝ冷却塔(CT-4)冷却水用電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁No.2駆動部他取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		679,350		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		10/30/12		随意契約		12/10/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		12/7/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ南実験棟冷却水ポンプ（ＣＰ－２－１・２）用インバータ改修		運交金-施設部-運転-機械		0		0		685,650		（株）東邦製作所		10/30/12		随意契約		3/22/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		3/22/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟空調用ダクト点検口修理その他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		861,000		高橋興業（株）		10/22/12		随意契約		11/22/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		11/21/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟搬入ヤード天井クレーン（50/5ｔ）他操作用無線装置交換		運交金-施設部-運転-機械		0		0		4,914,000		宇部テクノエンジ（株）		11/6/12		随意契約		3/19/13		中島　幸一郎		鈴木　久		3/15/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１電源棟クレーン（4.9ｔ）用走行レール修理		運交金-施設部-運転-機械		0		0		306,600		（株）神内電機製作所		11/27/12		随意契約		1/8/13		中島　幸一郎		鈴木　久		12/26/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その１０）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		913,500		日本空調サービス（株）筑波支店		11/7/12		随意契約		12/12/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		12/12/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホール天井クレーン（30ｔ）用シーケンサ基盤交換		運交金-施設部-運転-機械		0		0		210,000		住友重機械搬送システム(株）		11/30/12		随意契約		12/19/12		中島　幸一郎		鈴木　久		12/20/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ南実験棟動力盤（ＡＳ－ＣＰ－８－２）改修		運交金-施設部-運転-機械		0		0		806,400		（株）東邦製作所		12/4/12		随意契約		3/25/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		3/25/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研１２ＳＭ８補助機械棟等排水ポンプ盤（NT-CP-4）制御回路取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		890,400		（株）東邦製作所		11/6/12		随意契約		12/21/12		中島　幸一郎		今村　誠一		12/21/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟機械室有圧扇取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		103,950		（株）前沢設備		11/1/12		随意契約		12/14/12		中島　幸一郎		今村　誠一		12/14/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ特高変電棟給水管漏水修理工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		357,000		カンキ工業（有）		11/29/12		随意契約		12/14/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		12/12/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ南実験棟冷却塔（CT-5）散水ポンプ取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		176,400		（有）佐藤管理工業		1/10/13		随意契約		1/28/13		中島　幸一郎		今村　誠一		2/15/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波機械棟スクリュー冷凍機自動発停サーモ交換		運交金-施設部-運転-機械		0		0		98,700		日本空調サービス（株）筑波支店		1/9/13		随意契約		2/8/13		中島　幸一郎		國府田　正彦		2/8/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟地下ホ－ル給水管漏水修理工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		262,500		カンキ工業（有）		1/7/13		随意契約		3/4/13		中島　幸一郎		今村　誠一		3/1/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟1階男子便所排気ファン(EF-18)取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		170,100		（株）前沢設備		1/10/13		随意契約		2/18/13		中島　幸一郎		今村　誠一		2/18/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟控室全熱交換器取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		252,000		日本空調サービス（株）筑波支店		1/10/13		随意契約		2/25/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		2/22/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂機械棟Ｄ５側排水ポンプ盤(ET-CP-5)制御回路取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		890,400		（株）東邦製作所		1/21/13		随意契約		3/11/13		中島　幸一郎		今村　誠一		3/8/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１２電源棟等便所ピット内排水管取替他工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		998,550		（株）楠原管工業		1/21/13		随意契約		3/25/13		中島　幸一郎		今村　誠一		3/22/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ２機械室等冷却水(Ａ系)配管温度センサ－他取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		481,950		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		1/17/13		随意契約		3/18/13		中島　幸一郎		今村　誠一		3/15/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研６ＳＭ３補助機械棟排水ポンプ盤（ST-CP-2）制御回路取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		890,400		（株）東邦製作所		1/23/13		随意契約		3/22/13		中島　幸一郎		今村　誠一		3/22/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン空気源装置(CMP-2)基板他取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		814,800		共和プラント工業（株）		2/15/13		随意契約		3/18/13		中島　幸一郎		今村　誠一		3/15/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４機械室屋上電線管等塗装工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		493,500		美野里塗防工業（株）		3/6/13		随意契約		3/25/13		中島　幸一郎		今村　誠一		3/27/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟加速管組立室外壁補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		110,250		パルつくば（株）		5/8/12		随意契約		5/31/12		鈴木　孝幸		山口　英孝		5/31/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホール排煙窓オペレーター装置補修その他建具工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		1,500,000		池田建装（株）		5/28/12		随意契約		6/26/12		鈴木　孝幸		山内　真也		6/22/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第４低温棟等防水補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		1,438,500		興和建業（株）		5/28/12		随意契約		7/6/12		鈴木　孝幸		山内　真也		7/6/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟2階ホール等天井ルーバー補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		262,500		（株）近藤工務店		6/6/12		随意契約		6/28/12		鈴木　孝幸		山内　真也		6/19/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟入口自動ドアセンサー交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		99,750		ナブコシステム（株）つくば営業所		6/18/12		随意契約		7/2/12		中島　幸一郎		玉盛　絵里香		6/22/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟2階北側コピー室ガラス交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		56,700		鈴木ガラス		7/10/12		随意契約		8/3/12		中島　幸一郎		小早川　荘介		7/27/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟搬入口シャッター応急復旧工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		36,750		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		7/11/12		随意契約		7/13/12		中島　幸一郎		小早川　荘介		7/13/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS第1補助電源棟シャッター応急復旧工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		46,305		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		7/20/12		随意契約		7/23/12		中島　幸一郎		小早川　荘介		7/23/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D7電源棟電源ヤード窓ガラス廻りシーリング工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		210,000		興和建業（株）		7/23/12		随意契約		8/13/12		福田　幸子		赤池　健		8/6/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研開発共用棟研究協力課倉庫扉ドアノブ等交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		23,100		つくばキーセンター　澤邉久輝		7/18/12		随意契約		8/13/12		福田　幸子		赤池　健		8/10/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟健康相談室雨漏り補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		945,000		興和建業（株）		6/20/12		随意契約		8/10/12		福田　幸子		山内　真也		8/8/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟等防水補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		2,940,000		美野里塗防工業（株）		8/22/12		一般競争契約		11/8/12		福田　幸子		小早川　荘介		11/5/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF研究棟１階薬品庫ドアノブ交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		14,700		つくばキーセンター　澤邉久輝		7/26/12		随意契約		9/5/12		福田　幸子		赤池　健		9/14/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟第2セクター搬入扉等建具補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		60,900		池田建装（株）		8/8/12		随意契約		9/21/12		福田　幸子		赤池　健		9/21/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員会館ホール階段ノンスリップ補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		53,550		（株）塚本建装		9/12/12		随意契約		10/4/12		福田　幸子		小早川　荘介		10/4/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS特高変電棟監視制御室等天井補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		415,800		（株）塚本建装		8/27/12		随意契約		10/4/12		福田　幸子		赤池　健		10/4/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS加速器準備棟105・106号室間仕切壁補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		168,000		（株）近藤工務店		9/19/12		随意契約		10/12/12		福田　幸子		山口　英孝		10/12/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホール2番ゲート駆動部修理工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		18,900		ナブコシステム（株）つくば営業所		9/24/12		随意契約		10/9/12		福田　幸子		赤池　健		10/19/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研4号館内側自動ドアレール等交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		224,700		ナブコシステム（株）つくば営業所		9/19/12		随意契約		10/22/12		福田　幸子		小早川　荘介		10/19/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟施設部長室ガラス交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		28,350		中島ガラス建材　中島豊		10/28/12		随意契約		11/13/12		福田　幸子		赤池　健		11/9/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研4号館1階電気室内壁補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		210,000		興和建業（株）		11/19/12		随意契約		12/7/12		福田　幸子		小早川　荘介		11/26/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟地下２階シャッター等開閉器交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		735,000		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		10/23/12		随意契約		12/6/12		福田　幸子		小早川　荘介		12/7/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ井水ポンプ室防水改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		736,850		興和建業（株）		12/14/12		随意契約		1/29/13		福田　幸子		小早川　荘介		1/24/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館入口外側Vベルト交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		17,850		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		12/7/12		随意契約		12/21/12		福田　幸子		小早川　荘介		12/21/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研食堂等建具補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		168,000		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		11/6/12		随意契約		12/17/12		福田　幸子		赤池　健		12/14/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟屋上防水シート破損部応急復旧工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		178,500		興和建業（株）		12/27/12		随意契約		1/8/13		福田　幸子		小早川　荘介		1/8/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第1工作棟（111・112室）間仕切り扉オートヒンジ交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		152,250		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		12/27/12		随意契約		2/12/13		福田　幸子		赤池　健		2/15/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導リニアック試験施設棟機械棟シャッター修繕工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		194,775		（株）LIXIL鈴木シャッター　つくば出張所		1/24/13		随意契約		2/21/13		福田　幸子		赤池　健		2/22/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D6電源棟シャッター開閉器交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		367,500		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		12/21/12		随意契約		2/21/13		福田　幸子		赤池　健		2/22/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中央受電棟間仕切り壁補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		84,000		（株）神山		1/23/13		随意契約		3/1/13		福田　幸子		赤池　健		3/1/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D1電源棟屋上防水ドレン廻り補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		378,000		興和建業（株）		2/12/13		随意契約		3/14/13		福田　幸子		赤池　健		3/8/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D5電源棟屋上防水補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		987,000		興和建業（株）		2/4/13		随意契約		3/15/13		福田　幸子		赤池　健		3/15/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS加速器準備棟等建具補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		346,500		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		2/18/13		随意契約		3/7/13		福田　幸子		赤池　健		3/8/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKB展示室内装補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		425,250		（株）神山		2/1/13		随意契約		3/19/13		福田　幸子		赤池　健		3/22/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第3低温棟屋上防水補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		261,450		興和建業（株）		3/11/13		随意契約		3/19/13		福田　幸子		赤池　健		3/18/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKBBT排水ピット貫通孔取設工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		37,800		(株）共進工業		10/2/12		随意契約		3/29/13		福田　幸子		玉盛　絵里香		3/27/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構内屋外消火栓ケーブル改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		634,200		メイデン（株）		4/24/12		随意契約		5/18/12		福田　幸子		鈴木　義弘		5/18/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟等誘導灯取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		930,300		（株）須藤電気商会		5/10/12		随意契約		5/25/12		福田　幸子		鈴木　義弘		5/25/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟昇降機バルブユニット取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		924,000		日本エレベーター製造（株）		7/10/12		随意契約		8/27/12		福田　幸子		鈴木　義弘		8/31/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟構内PHS基地局取設工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		157,500		常伸電通システム（株）		7/30/12		随意契約		8/31/12		福田　幸子		照沼　信浩		9/14/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟等誘導灯取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		756,000		（株）須藤電気商会		8/30/12		随意契約		9/24/12		福田　幸子		鈴木　義弘		9/21/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟誘導灯等取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		536,550		（有）信濃電設		8/27/12		随意契約		9/24/12		福田　幸子		鈴木　義弘		9/21/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導リニアック試験施設棟昇降機油圧オイル交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		1,239,000		日本エレベーター製造（株）		10/1/12		随意契約		11/30/12		福田　幸子		鈴木　義弘		11/30/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ARトンネル等非常用照明器具他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		831,600		（有）信濃電設		9/13/12		随意契約		10/12/12		福田　幸子		鈴木　義弘		10/12/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS主リング等非常用照明器具他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		812,700		（株）須藤電気商会		9/27/12		随意契約		10/26/12		福田　幸子		鈴木　義弘		10/26/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟昇降機移相器・主シーブ取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		819,000		日本エレベーター製造（株）		10/29/12		随意契約		1/25/13		福田　幸子		鈴木　義弘		1/25/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟等昇降機停電時用バッテリー交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		350,175		日本オーチス・エレベータ（株）関東支店		9/20/12		随意契約		11/22/12		福田　幸子		鈴木　義弘		11/22/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟等非常用照明器具取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		928,200		メイデン（株）		11/1/12		随意契約		12/6/12		福田　幸子		鈴木　義弘		12/7/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館等スピーカー交換その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		512,400		サン電気通信		10/25/12		随意契約		11/28/12		福田　幸子		鈴木　義弘		11/28/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟昇降機ドライブユニット交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		997,500		日本オーチス・エレベータ（株）関東支店		11/14/12		随意契約		2/1/13		福田　幸子		鈴木　義弘		2/1/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟等昇降機制御基板他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		893,550		東芝エレベータ（株）東関東支社		11/20/12		随意契約		2/25/13		福田　幸子		鈴木　義弘		2/22/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟廊下照明用スイッチ取設工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		151,200		（有）信濃電設		12/7/12		随意契約		12/25/12		福田　幸子		鈴木　義弘		12/21/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟等昇降機停電管制用バッテリー他交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		122,850		日本エレベーター製造（株）		12/3/12		随意契約		1/18/13		福田　幸子		鈴木　義弘		1/18/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ERL開発棟等構内電話回線取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		61,845		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		12/10/12		随意契約		2/15/13		福田　幸子		松浦　悦子		2/22/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ニュートリノトンネル等誘導灯他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		540,435		（株）須藤電気商会		3/4/13		随意契約		3/28/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/28/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導・低温・真空実験棟東側屋外汚水ポンプ（ＤＰ－２－１・２）取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		378,000		（有）佐藤管理工業		5/10/12		随意契約		5/25/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		5/25/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館４階女子トイレ掃除用流し排水トラップ取替他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		103,320		（有）佐藤管理工業		6/1/12		随意契約		6/18/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		6/15/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区井水ろ過装置（Ｎｏ．１）ヘッドタンク取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		997,500		神鋼環境メンテナンス（株）東日本支店		7/31/12		随意契約		10/9/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		10/19/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射性試料測定棟西側排水ポンプ（Ｎｏ４）取替他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		282,450		東洋プラント工業（株）		8/20/12		随意契約		9/7/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		9/7/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員会館2階事務室ルームエアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		237,090		（株）楠原管工業		8/28/12		随意契約		9/6/12		中島　幸一郎		鈴木　久		9/7/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟西側屋外消火栓取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		518,700		（株）前沢設備		9/7/12		随意契約		10/2/12		中島　幸一郎		今村　誠一		9/28/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ実験準備棟北側屋外消火栓取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		518,700		（株）前沢設備		9/21/12		随意契約		10/19/12		中島　幸一郎		今村　誠一		10/19/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研１２ＳＭ８補助機械棟南側屋外消火栓取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		987,000		（株）前沢設備		10/4/12		随意契約		11/5/12		中島　幸一郎		今村　誠一		11/5/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟等衛生器具取替		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		248,850		（株）エムエス　つくば営業所		10/15/12		随意契約		11/5/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		11/9/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟メール室ルームエアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		144,900		日本空調サービス（株）筑波支店		10/22/12		随意契約		11/19/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		11/16/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟電気室屋上換気扇取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		315,000		カンキ工業（有）		10/11/12		随意契約		11/5/12		中島　幸一郎		今村　誠一		11/5/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟1階女子トイレ手洗い器排水詰まり修理その他		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		260,400		高橋興業（株）		10/22/12		随意契約		11/22/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		11/21/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＥＲＬ開発棟屋外配管用架台補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		126,000		（株）楠原管工業		10/31/12		随意契約		11/20/12		中島　幸一郎		鈴木　久		11/20/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区井水ろ過装置塗装工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		945,000		美野里塗防工業（株）		11/5/12		随意契約		12/7/12		中島　幸一郎		小川　一弘		12/7/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟総務課換気扇交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		136,500		カンキ工業（有）		11/7/12		随意契約		12/14/12		中島　幸一郎		小川　一弘		12/14/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟用市水量水器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		348,600		（有）佐藤管理工業		11/13/12		随意契約		12/5/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		12/3/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢ地区汚水流量計（Ｎｏ．３）取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		997,500		太陽計測（株）		11/20/12		随意契約		1/17/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		1/18/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂特高西側他排水ポンプ槽蓋取替		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		903,000		カンキ工業（有）		12/10/12		随意契約		1/8/13		中島　幸一郎		國府田　正彦		12/27/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館１階便所汚水管改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		638,400		東洋プラント工業（株）		11/12/12		随意契約		11/19/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		11/22/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員会館２階給湯室給水・給湯配管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		361,200		（有）佐藤管理工業		11/21/12		随意契約		12/3/12		中島　幸一郎		今村　誠一		11/30/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館３・４階便所洗浄便座取設工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		285,600		（有）佐藤管理工業		12/11/12		随意契約		12/26/12		中島　幸一郎		小川　一弘		12/26/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟（156室）ルームエアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		239,400		日本空調サービス（株）筑波支店		12/17/12		随意契約		1/18/13		中島　幸一郎		鈴木　久		1/10/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟１１８室ルームエアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		329,700		日本空調サービス（株）筑波支店		12/18/12		随意契約		1/28/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		1/25/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟1階工作室流し台給水管詰まり等修理工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		60,900		カンキ工業（有）		12/25/12		随意契約		1/18/13		中島　幸一郎		今村　誠一		1/18/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研4号館2・3階給湯室電気給湯器修理工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		63,840		三菱電機システムサービス（株）つくばサービスステーション		12/26/12		随意契約		1/17/13		中島　幸一郎		今村　誠一		1/18/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区配管架台塗装工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		411,600		美野里塗防工業（株）		1/7/13		随意契約		1/28/13		中島　幸一郎		小川　一弘		1/25/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センタ－湧水ポンプ(DP-1-2)取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		117,600		（有）佐藤管理工業		12/27/12		随意契約		1/29/13		中島　幸一郎		今村　誠一		2/18/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研開発共用棟東側屋外深井戸No,2量水器バタフライ弁取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		63,000		カンキ工業（有）		1/7/13		随意契約		1/30/13		中島　幸一郎		今村　誠一		1/30/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館等防火ダンパ－取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		325,500		カンキ工業（有）		1/7/13		随意契約		2/25/13		中島　幸一郎		今村　誠一		2/22/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ北東実験棟屋外消火栓(AR-9)パッキン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		23,100		（株）前沢設備		1/10/13		随意契約		2/18/13		中島　幸一郎		今村　誠一		2/15/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区汚水流量計（Ｎｏ．１）取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		997,500		太陽計測（株）		1/9/13		随意契約		3/14/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		3/15/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ５電源棟北側排水ポンプ槽蓋取替		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		976,500		カンキ工業（有）		1/18/13		随意契約		3/1/13		中島　幸一郎		國府田　正彦		2/25/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ第1ポンプ室排水管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		56,700		常陽水道工業（株）		1/28/13		随意契約		2/7/13		中島　幸一郎		今村　誠一		1/31/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ井水ポンプ室等屋内外消火ポンプ逃がし管他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		290,850		能美防災(株) 茨城支社		2/4/13		随意契約		3/1/13		中島　幸一郎		今村　誠一		2/28/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研屋外消火栓(PS-25)パッキン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		35,700		（株）前沢設備		2/4/13		随意契約		3/18/13		中島　幸一郎		今村　誠一		3/15/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟１１２室他ルームエアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		917,910		日本空調サービス（株）筑波支店		1/29/13		随意契約		3/8/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/8/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟南側他排水ポンプ槽蓋取替		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		819,000		カンキ工業（有）		2/27/13		随意契約		3/18/13		中島　幸一郎		國府田　正彦		3/15/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ニュートリノトンネル排水ポンプ（ＥＤＰ－１－１）取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		262,500		カンキ工業（有）		3/7/13		随意契約		3/29/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		3/28/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢコントロール棟１２２室ルームエアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		346,500		（株）楠原管工業		3/12/13		随意契約		3/29/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/29/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）1号館アネックス外部階段仮屋根取設工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		0		0		197,400		東康建設工業（株）		6/13/12		随意契約		6/21/12		鈴木　孝幸		玉盛　絵里香		6/29/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海1号館西側出入口フロアヒンジ補修工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		0		0		21,000		東康建設工業（株）		6/1/12		随意契約		9/20/12		福田　幸子		府川　薫		9/18/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）器材収納庫漏水対応工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		0		0		288,750		東康建設工業（株）		5/10/12		随意契約		12/10/12		福田　幸子		府川　薫		11/27/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)東海1号館116号室雨漏り補修工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		0		0		409,500		東康建設工業（株）		1/9/13		随意契約		2/26/13		福田　幸子		府川　薫		2/22/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)器材収納庫等電動シャッター安全装置取替工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		0		0		176,400		東洋シヤッター(株)　水戸営業所		12/27/12		随意契約		2/26/13		福田　幸子		府川　薫		2/22/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海1号館玄関タイル補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		0		0		840,000		東康建設工業（株）		12/21/12		随意契約		2/26/13		福田　幸子		府川　薫		2/19/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海1号館007室雨漏り補修工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		0		0		472,500		東康建設工業（株）		3/1/13		随意契約		3/25/13		福田　幸子		府川　薫		3/22/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）排水ポンプ室火報感知器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		0		0		113,400		能美防災(株) 茨城支社		2/1/13		随意契約		3/28/13		福田　幸子		千田　謙太郎		3/22/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）高圧受変電所所内フェンス取設工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		0		0		275,100		金沢産業（株）		1/21/13		随意契約		3/28/13		福田　幸子		千田　謙太郎		3/22/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)機材収納庫有圧換気扇取替工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		0		0		598,500		日本空調サービス（株）筑波支店		12/27/12		随意契約		1/30/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		1/30/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟財務部事務室電灯コンセント増設その他工事		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		175,350		（有）森田電気商会		7/9/12		随意契約		7/18/12		福田　幸子		川合　優		7/20/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）2号館22号室空調機整備		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		374,850		日本空調サービス（株）筑波支店		7/25/12		随意契約		8/29/12		中島　幸一郎		五百川　裕弥		8/27/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研食堂等建具補修工事		運交金-管理局-共通経費-職員厚生費		0		0		105,000		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		11/6/12		随意契約		12/17/12		福田　幸子		赤池　健		12/14/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-807宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		26,250		（有）三田建設工業		4/6/12		随意契約		4/9/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		4/9/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-105宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		121,800		（有）三田建設工業		4/16/12		随意契約		5/7/12		鈴木　孝幸		坂上　慶一		5/1/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-605宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		67,935		（有）三田建設工業		4/16/12		随意契約		5/7/12		鈴木　孝幸		坂上　慶一		5/1/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目701-101宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		807,555		（有）三田建設工業		4/16/12		随意契約		5/7/12		鈴木　孝幸		坂上　慶一		5/1/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目宿舎701-101給湯器交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		121,800		筑波学園ガス（株）		4/20/12		随意契約		4/24/12		鈴木　孝幸		坂上　慶一		4/24/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-710宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		59,430		（有）三田建設工業		4/12/12		随意契約		5/7/12		鈴木　孝幸		坂上　慶一		4/27/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟他 照明タイマー交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		94,500		（株）須藤電気商会		4/11/12		随意契約		5/8/12		鈴木　孝幸		坂上　慶一		5/8/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-807宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		23,310		サンコー（株）		4/27/12		随意契約		5/2/12		福田　幸子		坂上　慶一		5/1/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-102宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		11,970		サンコー（株）		4/20/12		随意契約		5/2/12		福田　幸子		坂上　慶一		4/23/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-314宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		8,925		（有）三田建設工業		4/16/12		随意契約		5/18/12		鈴木　孝幸		坂上　慶一		5/18/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-305給湯器・浴槽交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		420,000		筑波学園ガス（株）		4/24/12		随意契約		5/10/12		鈴木　孝幸		坂上　慶一		5/9/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎803-204風呂釜修理		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		19,603		筑波学園ガス（株）		5/8/12		随意契約		5/10/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		5/9/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-105宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		50,400		赤塚工業（株）		5/17/12		随意契約		5/24/12		鈴木　孝幸		坂上　慶一		5/24/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟2階共用部宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		21,840		赤塚工業（株）		5/17/12		随意契約		5/24/12		鈴木　孝幸		坂上　慶一		5/24/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-102宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		23,100		（有）三田建設工業		4/27/12		随意契約		6/5/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		6/5/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-503宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		133,875		（有）三田建設工業		5/28/12		随意契約		6/5/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		6/5/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目705-201宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		55,650		（有）三田建設工業		5/15/12		随意契約		5/31/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		5/30/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎807-204ガス漏洩修理		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		36,540		筑波学園ガス（株）		5/7/12		随意契約		5/7/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		5/7/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-204宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		144,270		（有）三田建設工業		5/15/12		随意契約		6/12/12		鈴木　孝幸		坂上　慶一		6/12/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-706宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		361,200		（有）三田建設工業		5/18/12		随意契約		6/8/12		福田　幸子		坂上　慶一		6/8/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-305宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		5,775		（有）三田建設工業		5/18/12		随意契約		6/7/12		福田　幸子		坂上　慶一		6/7/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-110宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		193,200		赤塚工業（株）		5/28/12		随意契約		6/14/12		福田　幸子		坂上　慶一		6/14/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-106風呂釜チャンバートップ交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		36,330		筑波学園ガス（株）		6/1/12		随意契約		6/1/12		福田　幸子		坂上　慶一		6/1/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-318宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		85,470		赤塚工業（株）		6/14/12		随意契約		6/22/12		福田　幸子		坂上　慶一		6/22/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目宿舎719-1給湯器交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		121,800		筑波学園ガス（株）		6/6/12		随意契約		6/15/12		福田　幸子		坂上　慶一		6/15/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎807-706給湯器・浴槽交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		420,000		筑波学園ガス（株）		5/18/12		随意契約		6/7/12		福田　幸子		坂上　慶一		6/6/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目804-103宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		132,300		赤塚工業（株）		6/12/12		随意契約		7/2/12		福田　幸子		坂上　慶一		7/2/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-305宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		36,750		赤塚工業（株）		6/25/12		随意契約		6/29/12		福田　幸子		坂上　慶一		6/29/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目719宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		789,705		（有）三田建設工業		6/11/12		随意契約		7/5/12		福田　幸子		坂上　慶一		7/5/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園3丁目718宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		5,250		（有）三田建設工業		6/15/12		随意契約		7/2/12		福田　幸子		坂上　慶一		6/29/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-401宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		339,150		赤塚工業（株）		6/14/12		随意契約		7/2/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		7/2/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-304宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		47,250		（有）三田建設工業		7/12/12		随意契約		7/18/12		福田　幸子		坂上　慶一		7/18/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目702-101宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		10,500		（有）三田建設工業		7/12/12		随意契約		7/18/12		福田　幸子		坂上　慶一		7/18/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		21,000		（有）三田建設工業		7/12/12		随意契約		7/18/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		7/18/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎806-304風呂釜修理		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		29,043		筑波学園ガス（株）		7/2/12		随意契約		7/3/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		7/3/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-404宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		14,973		赤塚工業（株）		7/17/12		随意契約		7/23/12		福田　幸子		坂上　慶一		7/23/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-604宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		312,900		赤塚工業（株）		7/17/12		随意契約		7/24/12		福田　幸子		坂上　慶一		7/24/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-203宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		331,905		（有）三田建設工業		6/27/12		随意契約		7/20/12		福田　幸子		坂上　慶一		7/20/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目719宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		43,470		（有）三田建設工業		7/2/12		随意契約		7/5/12		福田　幸子		坂上　慶一		7/5/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目722宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		678,667		（有）三田建設工業		6/13/12		随意契約		7/27/12		福田　幸子		坂上　慶一		7/27/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805号棟10階誘導灯修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		53,550		能美防災(株) 茨城支社		7/27/12		随意契約		7/30/12		福田　幸子		坂上　慶一		8/3/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻・竹園地区宿舎消火器点検不具合		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		42,000		能美防災(株) 茨城支社		7/10/12		随意契約		7/30/12		福田　幸子		坂上　慶一		8/3/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-415宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		83,580		赤塚工業（株）		7/19/12		随意契約		7/27/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		7/27/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-604宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		22,680		サンコー（株）		7/30/12		随意契約		7/31/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		7/31/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目住宅806棟電気室屋根等防水工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		966,000		興和建業（株）		6/28/12		随意契約		7/30/12		福田　幸子		坂上　慶一		7/30/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-509宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		189,210		赤塚工業（株）		7/27/12		随意契約		8/1/12		福田　幸子		坂上　慶一		8/1/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-611宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		31,080		赤塚工業（株）		7/25/12		随意契約		8/3/12		福田　幸子		坂上　慶一		8/3/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803,804棟浴室給水管補修		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		983,850		（有）三田建設工業		6/1/12		随意契約		8/22/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		8/22/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎805-602給湯器・浴槽交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		420,000		筑波学園ガス（株）		7/24/12		随意契約		8/3/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		8/3/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-203宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		8,925		（有）三田建設工業		8/28/12		随意契約		9/4/12		福田　幸子		坂上　慶一		8/31/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目住宅802棟雨水管修繕工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		262,500		高橋興業（株）		7/20/12		随意契約		8/1/12		福田　幸子		坂上　慶一		8/3/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎８０３号棟等浴室改修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		6,489,000		（株）塚本建装		9/7/12		一般競争契約		1/17/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		1/25/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎８０３棟等風呂釜等取替工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		660,450		カンキ工業（有）		9/7/12		一般競争契約		1/17/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		1/25/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201号棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		48,510		サンコー（株）		9/19/12		随意契約		9/20/12		福田　幸子		坂上　慶一		9/20/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-102宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		75,600		（有）三田建設工業		8/31/12		随意契約		9/21/12		福田　幸子		坂上　慶一		9/21/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目701-102宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		49,770		（有）三田建設工業		9/6/12		随意契約		9/10/12		福田　幸子		坂上　慶一		9/7/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻住宅805棟1階EVホール雨漏り補修		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		336,000		興和建業（株）		8/22/12		随意契約		9/19/12		福田　幸子		坂上　慶一		9/19/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-407宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		116,550		（有）三田建設工業		9/13/12		随意契約		10/16/12		福田　幸子		坂上　慶一		10/12/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-201宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		12,600		サンコー（株）		5/9/12		随意契約		10/1/12		福田　幸子		坂上　慶一		5/14/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-605宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		28,350		サンコー（株）		5/15/12		随意契約		10/1/12		福田　幸子		坂上　慶一		5/16/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目705-102宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		25,830		サンコー（株）		5/1/12		随意契約		10/1/12		福田　幸子		坂上　慶一		5/11/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811号棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		46,620		サンコー（株）		10/19/12		随意契約		10/22/12		福田　幸子		坂上　慶一		10/22/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806号棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		11,340		サンコー（株）		10/18/12		随意契約		10/19/12		福田　幸子		坂上　慶一		10/19/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-206ガス漏洩修理		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		36,540		筑波学園ガス（株）		10/12/12		随意契約		10/16/12		福田　幸子		坂上　慶一		10/12/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎805-410風呂釜修理		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		19,603		筑波学園ガス（株）		10/9/12		随意契約		10/9/12		福田　幸子		坂上　慶一		10/9/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎805-405給湯器・浴槽交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		420,000		筑波学園ガス（株）		10/1/12		随意契約		10/16/12		福田　幸子		坂上　慶一		10/16/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-101宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		154,875		（有）三田建設工業		9/18/12		随意契約		10/23/12		福田　幸子		坂上　慶一		10/23/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目719宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		120,330		（有）三田建設工業		8/28/12		随意契約		10/22/12		福田　幸子		坂上　慶一		10/22/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-304宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		240,030		（有）三田建設工業		10/18/12		随意契約		11/1/12		福田　幸子		坂上　慶一		11/1/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-301宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		10,500		（有）三田建設工業		10/22/12		随意契約		10/25/12		福田　幸子		坂上　慶一		10/25/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-503宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		80,850		（有）三田建設工業		10/26/12		随意契約		10/29/12		福田　幸子		坂上　慶一		10/29/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		99,540		（有）三田建設工業		10/22/12		随意契約		11/15/12		福田　幸子		坂上　慶一		11/14/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1202宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		25,200		（有）三田建設工業		10/15/12		随意契約		11/12/12		福田　幸子		坂上　慶一		11/12/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-209宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		55,440		（有）三田建設工業		11/14/12		随意契約		11/15/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		11/14/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-404宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		24,150		（有）三田建設工業		11/16/12		随意契約		11/16/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		11/16/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎805-609給湯器・浴槽交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		420,000		筑波学園ガス（株）		11/2/12		随意契約		11/9/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		11/9/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎807-507風呂釜排気筒補修		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		6,930		筑波学園ガス（株）		11/6/12		随意契約		11/6/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		11/6/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-306風呂釜修理		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		19,603		筑波学園ガス（株）		11/10/12		随意契約		11/12/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		11/10/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-802宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		114,450		（有）三田建設工業		10/31/12		随意契約		11/22/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		11/22/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-501宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		8,925		（有）三田建設工業		11/12/12		随意契約		11/28/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		11/28/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-303宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		15,225		（有）三田建設工業		11/27/12		随意契約		11/27/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		11/27/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎805-1005給湯器・浴槽交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		420,000		筑波学園ガス（株）		11/7/12		随意契約		11/20/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		11/19/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-202宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		879,900		（有）三田建設工業		11/20/12		随意契約		11/30/12		福田　幸子		坂上　慶一		11/30/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-701宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		298,200		（有）三田建設工業		11/16/12		随意契約		11/30/12		福田　幸子		坂上　慶一		11/30/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-710宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		47,565		（有）三田建設工業		11/19/12		随意契約		11/27/12		福田　幸子		坂上　慶一		11/27/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-206ガス配管替え		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		378,000		筑波学園ガス（株）		11/27/12		随意契約		11/28/12		福田　幸子		坂上　慶一		11/28/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-710宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		28,875		（有）三田建設工業		10/29/12		随意契約		12/7/12		福田　幸子		坂上　慶一		12/7/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-403宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		139,965		（有）三田建設工業		11/27/12		随意契約		12/12/12		福田　幸子		坂上　慶一		12/10/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-101宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		240,030		（有）三田建設工業		10/10/12		随意契約		12/12/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		12/12/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-309宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		8,925		（有）三田建設工業		11/12/12		随意契約		12/12/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		12/11/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-203宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		37,170		（有）三田建設工業		12/20/12		随意契約		12/20/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		12/20/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-202宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		10,605		赤塚工業（株）		1/8/13		随意契約		1/15/13		福田　幸子		坂上　慶一		1/15/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-204宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		74,382		赤塚工業（株）		1/17/13		随意契約		1/21/13		福田　幸子		坂上　慶一		1/19/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-606宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		54,810		（有）三田建設工業		12/14/12		随意契約		1/22/13		福田　幸子		坂上　慶一		1/22/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-701宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		35,175		（有）三田建設工業		12/26/12		随意契約		1/15/13		福田　幸子		坂上　慶一		1/15/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1205宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		79,170		（有）三田建設工業		1/9/13		随意契約		1/22/13		福田　幸子		坂上　慶一		1/22/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟地下ﾀﾝｸ室入口蓋補修		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		37,800		（有）三田建設工業		1/16/13		随意契約		1/18/13		福田　幸子		坂上　慶一		1/17/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-102宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		30,030		（有）三田建設工業		1/17/13		随意契約		1/18/13		福田　幸子		坂上　慶一		1/18/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目宿舎701-102給湯器交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		121,800		筑波学園ガス（株）		12/25/12		随意契約		1/8/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		12/28/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-402宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		241,500		（有）三田建設工業		11/16/12		随意契約		1/18/13		福田　幸子		坂上　慶一		1/18/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-701風呂釜修理		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		39,154		筑波学園ガス（株）		1/17/13		随意契約		1/21/13		福田　幸子		坂上　慶一		1/19/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-504風呂釜修理		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		50,431		筑波学園ガス（株）		1/17/13		随意契約		1/18/13		福田　幸子		坂上　慶一		1/17/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-508宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		67,200		（有）三田建設工業		2/4/13		随意契約		2/5/13		福田　幸子		坂上　慶一		2/5/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-202宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		46,515		（有）三田建設工業		1/31/13		随意契約		2/5/13		福田　幸子		坂上　慶一		2/4/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-403宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		23,520		（有）三田建設工業		2/5/13		随意契約		2/5/13		福田　幸子		坂上　慶一		2/5/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎805-1205風呂釜修理		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		19,603		筑波学園ガス（株）		2/1/13		随意契約		2/5/13		福田　幸子		坂上　慶一		2/2/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1204宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		61,320		（有）三田建設工業		1/21/13		随意契約		2/5/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		2/4/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-709宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		107,100		（有）三田建設工業		1/21/13		随意契約		2/8/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		2/7/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-201宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		28,875		（有）三田建設工業		1/24/13		随意契約		2/5/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		1/31/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1205宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		47,250		（有）三田建設工業		2/25/13		随意契約		2/27/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		2/26/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-302宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		70,350		（有）三田建設工業		2/15/13		随意契約		2/18/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		2/18/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目宿舎725-1給湯器交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		121,800		筑波学園ガス（株）		1/22/13		随意契約		2/25/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		2/22/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎805-202給湯器・浴槽交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		420,000		筑波学園ガス（株）		2/1/13		随意契約		2/25/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		2/25/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-215宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		22,575		（有）三田建設工業		2/12/13		随意契約		3/8/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/8/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-102宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		640,710		（有）三田建設工業		2/14/13		随意契約		3/22/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/21/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-107宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		210,000		（有）三田建設工業		3/5/13		随意契約		3/22/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/21/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-303宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		603,750		（有）三田建設工業		3/6/13		随意契約		3/19/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/18/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-510宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		53,025		（有）三田建設工業		3/6/13		随意契約		3/19/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/18/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目725宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		979,650		（有）三田建設工業		1/28/13		随意契約		3/5/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/4/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-703宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		321,300		（有）三田建設工業		3/6/13		随意契約		3/15/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/15/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-217宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		33,285		（有）三田建設工業		2/12/13		随意契約		3/8/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		3/8/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-505宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		55,230		（有）三田建設工業		2/12/13		随意契約		3/8/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		3/8/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-103宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		431,550		（有）三田建設工業		2/14/13		随意契約		3/8/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		3/8/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-515宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		195,300		（有）三田建設工業		2/12/13		随意契約		3/15/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		3/15/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-104宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		60,900		（有）三田建設工業		3/5/13		随意契約		3/22/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		3/21/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-304宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		519,750		赤塚工業（株）		3/19/13		随意契約		3/26/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		3/26/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目宿舎717-1給湯器交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		121,800		筑波学園ガス（株）		3/7/13		随意契約		3/19/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		3/18/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎807-510給湯器・浴槽交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		399,000		筑波学園ガス（株）		3/7/13		随意契約		3/19/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		3/18/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟給排水管切廻し工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		294,000		(株)カタオカエンジニアリング		3/18/13		随意契約		3/29/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/29/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		392,700		（有）三田建設工業		2/27/13		随意契約		3/28/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/28/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-508宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		421,050		（有）三田建設工業		3/6/13		随意契約		3/25/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/25/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-102宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		709,275		（有）三田建設工業		2/28/13		随意契約		3/28/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/28/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		941,955		（有）三田建設工業		3/8/13		随意契約		3/26/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/26/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-308宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		69,825		（有）三田建設工業		3/25/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		3/28/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-103宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		100,485		（有）三田建設工業		3/25/13		随意契約		3/29/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		3/29/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎806-308給湯器・浴槽交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		399,000		筑波学園ガス（株）		3/22/13		随意契約		3/29/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		3/29/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎807-304給湯器・浴槽交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		399,000		筑波学園ガス（株）		3/15/13		随意契約		3/27/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		3/27/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北・南棟廊下照明改修工事		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		0		0		854,700		メイデン（株）		8/24/12		随意契約		9/18/12		福田　幸子		鈴木　義弘		9/21/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館等廊下他照明改修工事		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		0		0		978,600		（有）信濃電設		9/3/12		随意契約		10/5/12		福田　幸子		鈴木　義弘		10/5/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟103号室電話用配線取設工事		運交金-機構共通-高度情報利用推進室経費-物件費		0		0		46,200		（株）須藤電気商会		11/8/12		随意契約		11/19/12		福田　幸子		郷　利幸		11/16/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館湯沸室等コンセント取設工事		運交金-機構共通-東海運営費(一般)-物件費(共通)		0		0		178,500		（株）協和エレックス		8/20/12		随意契約		10/16/12		福田　幸子		髙﨑　貞則		10/12/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海１号館４１５室シリンダー交換工事		運交金-機構共通-東海運営費(一般)-物件費(共通)		0		0		28,350		東康建設工業（株）		11/15/12		随意契約		12/17/12		福田　幸子		髙﨑　貞則		12/17/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海１号館南側駐輪場電気設備工事		運交金-機構共通-東海運営費(一般)-物件費(共通)		0		0		499,800		金沢産業（株）		2/13/13		随意契約		3/28/13		福田　幸子		荒川　正夫		3/22/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研食堂風除室内側扉交換工事		運交金-機構共通-食堂入口扉交換経費(裁量)-工事経費		0		0		554,190		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		9/12/12		随意契約		10/9/12		福田　幸子		小林　利弘		10/5/12

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員会館（売店）エアコン取替工事		運交金-機構共通-空調設備入替経費(裁量)-工事経費		0		0		745,500		日本空調サービス（株）筑波支店		12/7/12		随意契約		1/18/13		中島　幸一郎		小林　利弘		1/18/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ERL開発棟サブ変電所S-17MCCB増設その他工事		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-冷凍機		0		0		882,000		吉原電機工業㈱		10/10/12		随意契約		11/19/12		福田　幸子		仲井　浩孝		11/16/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ERL開発棟実験盤取設工事		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-冷凍機		0		0		542,850		吉原電機工業㈱		11/13/12		随意契約		12/7/12		福田　幸子		仲井　浩孝		12/7/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ERL開発棟１階実験ホール内電話用配線取設工事		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-室長留置		0		0		84,000		（株）須藤電気商会		12/18/12		随意契約		1/11/13		福田　幸子		河田　洋		1/11/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟構内PHS基地局取設工事		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-ATF/ATF2		0		0		210,000		常伸電通システム（株）		7/30/12		随意契約		8/31/12		福田　幸子		照沼　信浩		9/14/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟冷却塔（D-CT-2)修理		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-ATF/ATF2		0		0		483,000		空研工業（株）東京支店		12/20/12		随意契約		1/18/13		中島　幸一郎		照沼　信浩		1/23/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＨＭ１，２ダクト等貫通部気密処理		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		0		0		756,000		第一鉄工(株)		8/6/12		随意契約		9/28/12		中島　幸一郎		澤田　真也		9/21/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン電源棟２階電源室扉等取替工事		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		0		0		1,176,000		ツクバメンテナンス（株）		10/18/12		随意契約		1/16/13		福田　幸子		澤田　真也		1/16/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館２１１室電話用配線取設工事		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費(実験室設備)		0		0		84,000		（株）協和エレックス		8/23/12		随意契約		10/16/12		福田　幸子		家入　正治		10/12/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ７高周波実験棟半導体高周波増幅器用実験盤取設工事		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-電磁石		0		0		593,250		（株）須藤電気商会		12/25/12		随意契約		1/31/13		福田　幸子		森田　裕一		2/1/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第2搬入棟南側テント倉庫補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		193,200		太陽工業(株)　（千葉市）		5/8/12		随意契約		6/4/12		鈴木　孝幸		府川　薫		5/25/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール等建具補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		231,000		東康建設工業（株）		7/13/12		随意契約		9/20/12		福田　幸子		府川　薫		9/18/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第2搬入棟遮蔽扉枠補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		94,500		（有）ケミカ		9/10/12		随意契約		10/5/12		福田　幸子		府川　薫		10/1/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第1搬入棟塗床補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		84,000		（有）ケミカ		9/26/12		随意契約		10/5/12		福田　幸子		木村　光太		10/5/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)ﾊﾄﾞﾛﾝ搬入棟搬入ﾔｰﾄﾞ東側窓ガラス取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		59,850		東康建設工業（株）		10/2/12		随意契約		12/10/12		福田　幸子		府川　薫		11/27/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）第2脱出棟GPS観測孔周辺地盤沈下補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		556,500		東康建設工業（株）		12/10/12		随意契約		2/26/13		福田　幸子		府川　薫		2/21/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟女子トイレ壁タイル補修その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		871,500		東康建設工業（株）		12/28/12		随意契約		3/25/13		福田　幸子		府川　薫		3/18/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ﾊﾄﾞﾛﾝ入出管理ｹﾞｰﾄ建具補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		52,500		東康建設工業（株）		2/21/13		随意契約		3/25/13		福田　幸子		府川　薫		3/22/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)ﾆｭｰﾄﾘﾉ入域管理棟等建具補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		882,000		ツクバメンテナンス（株）		1/8/13		随意契約		3/25/13		福田　幸子		府川　薫		3/25/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)特高変電所鋼製建具交換工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		739,200		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		1/16/13		随意契約		3/25/13		福田　幸子		府川　薫		3/22/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第3電源棟RST盤用クーラー取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		441,000		（株）協和エレックス		9/7/12		随意契約		10/16/12		福田　幸子		千田　謙太郎		10/12/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第1電源棟火報中継器取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		55,650		能美防災(株) 茨城支社		9/18/12		随意契約		10/16/12		福田　幸子		千田　謙太郎		10/12/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノトンネル分電盤照明制御リレー改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		81,900		宇賀神電機㈱　茨城営業所		9/20/12		随意契約		10/16/12		福田　幸子		千田　謙太郎		10/12/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟屋外用バスダクト塗装工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		541,800		金沢産業（株）		11/16/12		随意契約		1/29/13		福田　幸子		山﨑　勝義		1/18/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）50GeV変電所中央監視用UPS取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		323,400		西山電気（株）		1/7/13		随意契約		3/28/13		福田　幸子		千田　謙太郎		3/15/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１電源棟屋外ヤードバスダクト塗装工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		938,700		金沢産業（株）		1/28/13		随意契約		3/28/13		福田　幸子		千田　謙太郎		3/15/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟地下階照明器具取替その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		630,000		西山電気（株）		1/30/13		随意契約		3/28/13		福田　幸子		千田　謙太郎		3/22/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR・M2冷却塔自動給水電動弁操作器取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		84,000		日本電技（株）つくば支店		6/27/12		随意契約		8/9/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/10/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海）スイッチヤード傾斜クレーン１号機車輪取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		949,200		飛島建設（株）		8/6/12		随意契約		9/18/12		中島　幸一郎		丸山　雅史		9/7/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		 高エネ研（東海）ＭＲ．Ｍ１純水補給水管吊り金物等修理工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		405,300		（株）サンプラント		8/7/12		随意契約		8/29/12		中島　幸一郎		丸山　雅史		8/31/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）放射線測定棟廃液ﾀﾝｸDT-RI-1・2電極棒取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		197,400		（株）アトックス　東海営業所		8/6/12		随意契約		9/18/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/21/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海）スイッチヤード傾斜クレーン2号機車輪取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		898,800		飛島建設（株）		9/5/12		随意契約		9/28/12		中島　幸一郎		丸山　雅史		9/21/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）NU2膨張タンク純水補給管圧力計取付工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		367,500		第一鉄工(株)		9/18/12		随意契約		10/22/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		10/19/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR・M1冷却水ポンプ（PCD-M1-16）取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		273,000		東洋プラント工業（株）		9/25/12		随意契約		11/26/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/20/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ・Ｍ２.３機械室給気ダンパ用点検口取付工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		298,200		第一鉄工(株)		9/18/12		随意契約		11/26/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/16/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）NM屋外給水管保温工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		997,500		（株）サンプラント		9/21/12		随意契約		11/26/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/16/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＮＵ１天井クレーン（２０ｔ）無線送信機（№２）部品交換		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		36,750		（株）神内電機製作所		10/23/12		随意契約		11/26/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/16/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR・M1制御盤（RCP-M1-1）内ｱｲｿﾚｰﾀ電源ｽｲｯﾁ取付工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		52,500		日本電技（株）つくば支店		11/15/12		随意契約		12/20/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		12/7/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）NU３屋外純水管保温工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		382,200		第一鉄工(株)		11/26/12		随意契約		12/20/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		12/20/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第2機械棟南側給水管（上・工水）漏水修理工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		769,650		第一鉄工(株)		1/11/13		随意契約		1/30/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		1/30/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＮＵ１天井クレーン（20ｔ）無線送信機（№1）部品交換		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		36,750		（株）神内電機製作所		2/25/13		随意契約		3/15/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)ハドロン実験ホール天井クレーン(40ｔ/20ｔ/20ｔ)主巻リミットスイッチ交換		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		299,250		（株）アトックス　東海営業所		2/1/13		随意契約		3/15/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/15/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）旧計算センター外壁雨漏れ補修工事		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費(共通)		0		0		73,500		東康建設工業（株）		11/8/12		随意契約		12/10/12		福田　幸子		髙﨑　貞則		11/27/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研光源棟実験ホール（BL-1下流部）壁貫通孔取設工事		収見合-放一・二-施設利用料-構造生物		0		0		63,000		(株）共進工業		10/12/12		随意契約		10/19/12		福田　幸子		松垣　直宏		10/26/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟屋上防水シート破損部応急対応工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		336,000		興和建業（株）		5/18/12		随意契約		5/31/12		鈴木　孝幸		伊藤　健二		5/31/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟等防水補修工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		1,165,500		美野里塗防工業（株）		8/22/12		一般競争契約		11/8/12		福田　幸子		小早川　荘介		11/5/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟雨漏り補修工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		924,000		（株）近藤工務店		11/30/12		随意契約		2/19/13		福田　幸子		伊藤　健二		2/15/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中性子中間子ビームライン制御棟汚染検査室エアコン取替工事		収見合-加七-PS施設補修･整備(裁量)-工事経費		0		0		399,000		日本空調サービス（株）筑波支店		1/29/13		随意契約		3/8/13		中島　幸一郎		高野　進		3/8/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ加速器準備棟機械室雨漏り補修工事		収見合-加七-PS施設補修･整備(裁量)-工事経費		0		0		220,500		興和建業（株）		1/28/13		随意契約		2/19/13		福田　幸子		高野　進		2/12/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中性子中間子ビームライン制御棟雨漏れ等補修工事		収見合-加七-PS施設補修･整備(裁量)-工事経費		0		0		357,000		（株）近藤工務店		1/8/13		随意契約		2/20/13		福田　幸子		高野　進		2/22/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中性子中間子ビームトンネル内桶取設工事		収見合-加七-PS施設補修･整備(裁量)-工事経費		0		0		682,500		（株）近藤工務店		10/1/12		随意契約		2/28/13		福田　幸子		高野　進		2/28/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟機械室鋼製建具改修工事		収見合-加七-PS施設補修･整備(裁量)-工事経費		0		0		966,000		（株）近藤工務店		1/16/13		随意契約		3/15/13		福田　幸子		高野　進		3/15/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設３号棟２０１・２０３室ユニットバス換気扇取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営(つくば)-施設維持費		0		0		59,640		（有）佐藤管理工業		5/7/12		随意契約		5/21/12		中島　幸一郎		杉尾　和彦		5/17/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人宿泊施設B・C号棟市水給水弁取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営(つくば)-施設維持費		0		0		352,800		（有）佐藤管理工業		5/25/12		随意契約		6/26/12		中島　幸一郎		杉尾　和彦		6/26/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設３号棟101室ユニットバス換気扇取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営(つくば)-施設維持費		0		0		32,760		（有）佐藤管理工業		6/12/12		随意契約		6/25/12		中島　幸一郎		杉尾　和彦		6/25/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟３階宿泊室エアコン用電源改修その他工事		収見合-機構共通-宿泊運営(つくば)-施設維持費		0		0		245,700		（有）森田電気商会		8/20/12		随意契約		9/18/12		福田　幸子		杉尾　和彦		9/28/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設３号棟ユニットバス換気扇取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営(つくば)-施設維持費		0		0		707,700		（有）佐藤管理工業		8/10/12		随意契約		9/21/12		中島　幸一郎		杉尾　和彦		9/26/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設３号棟３０１室ユニットバス水栓取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営(つくば)-施設維持費		0		0		56,700		（有）佐藤管理工業		9/10/12		随意契約		9/21/12		中島　幸一郎		杉尾　和彦		9/21/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟等シャワーハンガー取替他工事		収見合-機構共通-宿泊運営(つくば)-施設維持費		0		0		178,500		（株）近藤工務店		7/27/12		随意契約		9/21/12		福田　幸子		杉尾　和彦		9/21/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設共用棟管理人室ウェザーカバー取設工事		収見合-機構共通-宿泊運営(つくば)-施設維持費		0		0		67,200		（有）佐藤管理工業		9/27/12		随意契約		10/12/12		中島　幸一郎		杉尾　和彦		10/12/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設３号棟３階誘導灯取替工事		収見合-機構共通-宿泊運営(つくば)-施設維持費		0		0		28,350		メイデン（株）		10/18/12		随意契約		11/12/12		福田　幸子		杉尾　和彦		11/16/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟等外部階段塗装改修その他工事		収見合-機構共通-宿泊運営(つくば)-施設維持費		0		0		3,003,000		（株）神山		10/31/12		一般競争契約		12/21/12		福田　幸子		杉尾　和彦		12/21/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟男子便所汚水管漏水修理工事		収見合-機構共通-宿泊運営(つくば)-施設維持費		0		0		32,550		（株）楠原管工業		11/22/12		随意契約		12/3/12		中島　幸一郎		杉尾　和彦		11/30/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設３号棟階段室扉ドアノブ交換工事		収見合-機構共通-宿泊運営(つくば)-施設維持費		0		0		14,700		つくばキーセンター　澤邉久輝		12/11/12		随意契約		1/31/13		福田　幸子		杉尾　和彦		1/23/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟シャワー室用給湯設備改修工事		収見合-機構共通-宿泊運営(つくば)-設備等更新・改修費		0		0		602,700		（株）楠原管工業		9/11/12		一般競争契約		11/27/12		中島　幸一郎		杉尾　和彦		11/22/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ｂ号棟２０１室等避難はしご交換工事		収見合-機構共通-宿泊運営(つくば)-設備等更新・改修費		0		0		756,000		（株）富士精罐商事		11/27/12		随意契約		12/27/12		福田　幸子		杉尾　和彦		12/28/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設インターロッキング陥没部補修工事		収見合-機構共通-宿泊運営(東海)-東海ドミトリー		0		0		115,500		東康建設工業（株）		10/2/12		随意契約		11/5/12		福田　幸子		荒川　正夫		10/26/12

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設廊下等網戸張替工事		収見合-機構共通-宿泊運営(東海)-東海ドミトリー		0		0		73,500		東康建設工業（株）		10/22/12		随意契約		12/10/12		福田　幸子		荒川　正夫		11/27/12

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ実験準備棟倉庫内装改修工事		受託研費-放二-間接・物構研-村上　洋一		0		0		402,150		（株）塚本建装		12/6/12		随意契約		3/6/13		中島　幸一郎		村上　洋一		3/1/13

		P		①		環境整備		高エネ研ＰＦ光源棟化学洗浄室（Ａ－１９）ルームエアコン取替工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		6,300		日本空調サービス（株）筑波支店		7/30/12		随意契約		8/10/12		中島　幸一郎		伊藤　健二		8/10/12

		長 チョウ		①		環境整備		高エネ研職員会館（売店）エアコン取替工事		運交金-機構共通-空調設備入替経費(裁量)-工事経費		0		0		11,550		日本空調サービス（株）筑波支店		12/7/12		随意契約		1/18/13		中島　幸一郎		小林　利弘		1/18/13

		長 チョウ		①		環境整備		高エネ研職員会館2階事務室ルームエアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		25,410		（株）楠原管工業		8/28/12		随意契約		9/6/12		中島　幸一郎		鈴木　久		9/7/12

		長 チョウ		①		環境整備		高エネ研計算機南棟（156室）ルームエアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		6,300		日本空調サービス（株）筑波支店		12/17/12		随意契約		1/18/13		中島　幸一郎		鈴木　久		1/10/13

		長 チョウ		①		環境整備		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟１１８室ルームエアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		6,300		日本空調サービス（株）筑波支店		12/18/12		随意契約		1/28/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		1/25/13

		長 チョウ		①		環境整備		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟１１２室他ルームエアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		19,740		日本空調サービス（株）筑波支店		1/29/13		随意契約		3/8/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/8/13

		P		①		消耗品		高エネ研３号館等構内電話回線移設その他工事		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		0		0		60,165		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		11/26/12		随意契約		12/3/12		福田　幸子		山内　正則		12/7/12

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研管理棟理事室室名札補修工事　一式		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		17,850		いーむらーと		4/13/12		随意契約		5/1/12		鈴木　孝幸		板山　裕之		4/19/12

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研管理棟２階理事室等網戸取設工事　一式		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		558,600		鈴木ガラス		5/29/12		随意契約		6/19/12		鈴木　孝幸		板山　裕之		7/13/12

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研管理棟等構内電話交換装置設定変更その他工事		運交金-管理局-共通経費-役員経費		0		0		35,700		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		7/25/12		随意契約		8/3/12		福田　幸子		荒井　菜々枝		8/10/12

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研管理棟等構内電話交換装置設定変更その他工事		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		80,220		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		7/25/12		随意契約		8/3/12		福田　幸子		荒井　菜々枝		8/10/12

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研３号館等構内電話回線移設その他工事		運交金-機構共通-高度情報利用推進室経費-物件費		0		0		36,120		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		11/26/12		随意契約		12/3/12		福田　幸子		山内　正則		12/7/12

		長 チョウ		①		消耗品		高エネ研管理棟等構内電話交換装置設定変更その他工事		運交金-機構共通-TIA推進室経費-物件費		0		0		11,445		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		7/25/12		随意契約		8/3/12		福田　幸子		荒井　菜々枝		8/10/12

		P		①		消耗品		高エネ研ERL開発棟等構内電話回線取設その他工事		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-室長留置		0		0		60,165		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		12/10/12		随意契約		2/15/13		福田　幸子		松浦　悦子		2/22/13

		P		①		消耗品		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール電話配線取設工事		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費(実験室設備)		0		0		50,400		西山電気（株）		10/26/12		随意契約		12/4/12		福田　幸子		垣口　豊		12/7/12

		P		①		消耗品		高エネ研（東海）1号館311室電話用ケーブルその他取設工事		運交金-J-PARC-中性子実験(大強度)-物件費(共通)		0		0		51,870		金沢産業（株）		5/25/12		随意契約		7/10/12		福田　幸子		千田　謙太郎		6/29/12

		P		①		消耗品		高エネ研（東海）1号館311室電話用ケーブルその他取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		80,430		金沢産業（株）		5/25/12		随意契約		7/10/12		福田　幸子		千田　謙太郎		6/29/12

		P		①		消耗品		高エネ研（東海）東海２号館１０７号室コンセント取設工事		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費(共通)		0		0		52,920		金沢産業（株）		11/6/12		随意契約		12/4/12		福田　幸子		髙﨑　貞則		11/30/12

		P		①		消耗品		高エネ研共同利用研究者宿泊施設２号棟換気口防虫網取設工事		収見合-機構共通-宿泊運営(つくば)-施設維持費		0		0		76,650		（株）塚本建装		10/17/12		随意契約		11/9/12		福田　幸子		杉尾　和彦		11/5/12

		P		①		消耗品		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟シャワー室用給湯設備改修工事		収見合-機構共通-宿泊運営(つくば)-設備等更新・改修費		0		0		1,001,700		（株）楠原管工業		9/11/12		一般競争契約		11/27/12		中島　幸一郎		杉尾　和彦		11/22/12

		P		①		移設撤去		高エネ研PF光源棟実験室BL15床撤去工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		1,197,000		（株）近藤工務店		3/6/13		随意契約		3/29/13		福田　幸子		伊藤　健二		3/29/13

		P		①		移設撤去		高エネ研ＰＳ主リング電源棟受信機撤去工事		運交金-加三・四-B運転(B設備)-KEKB共通		0		0		99,750		能美防災(株) 茨城支社		10/19/12		随意契約		12/6/12		福田　幸子		小野　正明		12/5/12

		P		①		移設撤去		高エネ研PS特高変電所高圧ケーブル撤去その他工事		運交金-施設部-運転-電気		0		0		44,688		（有）森田電気商会		12/3/12		随意契約		12/13/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		12/14/12

		P		①		他委託		高エネ研３号館等構内電話回線移設その他工事		運交金-素長-素核研共通-物件費(研究施設)		0		0		101,115		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		11/26/12		随意契約		12/3/12		福田　幸子		山内　正則		12/7/12

		P		①		他委託		高エネ研４号館等構内電話回線移設その他工事		運交金-放一・二-放射光(研究施設)-PF共通		0		0		12,075		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		8/31/12		随意契約		9/26/12		福田　幸子		家入　正治		9/28/12

		P		①		他委託		高エネ研４号館等構内電話回線移設その他工事		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		0		0		36,225		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		8/31/12		随意契約		9/26/12		福田　幸子		家入　正治		9/28/12

		P		①		他委託		高エネ研第1工作棟水素炉用電源取設工事		運交金-加五-リニアック(B設備)-加速管1		0		0		345,450		（株）須藤電気商会		6/15/12		随意契約		8/23/12		福田　幸子		肥後　壽泰		8/24/12

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研計算機北棟ボタン電話設備改修工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		26,250		電通工業㈱茨城支店		4/24/12		随意契約		5/18/12		福田　幸子		柿原　春美		5/18/12

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研管理棟研究協力部床上配線改修工事		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		60,900		（株）須藤電気商会		4/2/12		随意契約		5/7/12		福田　幸子		松浦　悦子		4/27/12

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研管理棟研究協力部等電話回線移設その他工事		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		147,000		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		4/2/12		随意契約		5/7/12		福田　幸子		松浦　悦子		4/27/12

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研管理棟等構内電話交換装置設定変更その他工事		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		34,335		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		7/25/12		随意契約		8/3/12		福田　幸子		荒井　菜々枝		8/10/12

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研ERL開発棟等構内電話回線取設その他工事		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		47,565		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		12/10/12		随意契約		2/15/13		福田　幸子		松浦　悦子		2/22/13

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研発生材置場１等素堀側溝埋戻工事		運交金-機構共通-防犯対策関連経費(裁量)-物件費		0		0		436,800		（株）川田建材工業		9/20/12		随意契約		10/3/12		福田　幸子		岩見　真二		9/27/12

		P		①		他委託		高エネ研４号館等構内電話回線移設その他工事		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費(実験室設備)		0		0		76,650		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		8/31/12		随意契約		9/26/12		福田　幸子		家入　正治		9/28/12

				①修繕費合計 シュウゼンヒ ゴウケイ												258,709,122

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研構造生物実験準備棟実験室４パッケージ形空調機ACP-11他整備		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		243,600		日本空調サービス（株）筑波支店		6/22/12		随意契約		8/1/12		中島　幸一郎		伊藤　健二		7/20/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂第1コンプレッサー棟冷却塔清掃		運交金-加七-卓上シンクロトロン経費(一般)-物件費		0		0		23,100		高橋興業（株）		8/27/12		随意契約		9/14/12		中島　幸一郎		生出　勝宣		9/14/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＳ第１補助電源棟パッケージ形空調機整備		運交金-加三・四-B運転(B設備)-KEKB共通		0		0		271,950		日本空調サービス（株）筑波支店		5/24/12		随意契約		6/12/12		中島　幸一郎		徳田　登		6/8/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光地区外灯分電盤MCCBトリップ調査その他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		412,650		高橋興業（株）		6/7/12		随意契約		6/29/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		6/29/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研サブ変電所等点検整備		運交金-施設部-運転-電気		0		0		46,620,000		（財）関東電気保安協会茨城事業本部		7/6/12		一般競争契約		11/6/12		福田　幸子		氏家　和輝		11/2/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備（中央変電所等）点検整備		運交金-施設部-運転-電気		0		0		35,175,000		東芝電機サービス(株)		7/6/12		一般競争契約		11/6/12		福田　幸子		氏家　和輝		11/2/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備（大穂変電所）点検整備		運交金-施設部-運転-電気		0		0		6,069,000		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社		7/9/12		一般競争契約		11/2/12		福田　幸子		氏家　和輝		11/2/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備（日光変電所）点検整備		運交金-施設部-運転-電気		0		0		6,510,000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部		7/9/12		一般競争契約		10/26/12		福田　幸子		氏家　和輝		11/2/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研KEKB地区中央監視装置点検保守		運交金-施設部-運転-電気		0		0		8,190,000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部		7/27/12		一般競争契約		10/31/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		10/31/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF地区中央監視装置点検保守		運交金-施設部-運転-電気		0		0		3,255,000		東芝電機サービス(株)		7/24/12		随意契約		11/1/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		10/31/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研変電設備定期点検に伴う操作等		運交金-施設部-運転-電気		0		0		974,400		高橋興業（株）		8/27/12		随意契約		9/24/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		9/21/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＳ特高変電棟自家発電設備点検整備		運交金-施設部-運転-電気		0		0		945,000		新潟原動機（株）		9/28/12		随意契約		11/22/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		12/7/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PFエネルギーセンター等自家発電設備点検整備		運交金-施設部-運転-電気		0		0		840,000		ヤンマーエネルギーシステム（株）東京支社		10/17/12		随意契約		12/20/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		12/14/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PS特高変電所等地下タンク貯蔵所漏洩点検		運交金-施設部-運転-電気		0		0		265,650		日振工発（株）		12/7/12		随意契約		1/11/13		福田　幸子		氏家　和輝		1/11/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研S-202実験動力盤（Ⅲ）51GL調査その他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		693,000		高橋興業（株）		2/14/13		随意契約		2/28/13		福田　幸子		氏家　和輝		2/28/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波機械棟スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		1,268,400		日本空調サービス（株）筑波支店		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		23,100,000		日本空調サービス（株）筑波支店		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研純水製造装置（FM-PWU-1）保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		808,500		平成理研（株）		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		今村　誠一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研純水装置保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		992,250		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		今村　誠一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研４号館ガスヒートポンプ空調設備保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		1,774,500		筑波学園ガス（株）		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研北カウンターホールクレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		2,047,500		（株）アトックス　東海営業所		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士機械棟等スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		4,389,000		（株）前川製作所		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研スクリュー冷凍機ＯＭ－Ｒ－１，３、ＴＭ－Ｒ－３保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		2,100,000		日本熱源システム（株）		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研スクリュー冷凍機ＯＭ－Ｒ－２，４、ＴＭ－Ｒ－４保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		3,255,000		（株）神戸製鋼所機械事業部門圧縮機事業部冷熱・エネルギー部		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		7,245,000		コネクレーンズ（株）		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		3,806,250		㈱日立プラントメカニクス関東支店		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研純水製造装置（FM-PWU-2）保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		779,100		三浦工業（株）土浦営業所		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		今村　誠一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		906,150		日本空調サービス（株）筑波支店		5/10/12		随意契約		5/25/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		5/25/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その２）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		948,150		日本空調サービス（株）筑波支店		5/25/12		随意契約		6/11/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		6/8/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その３）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		999,600		日本空調サービス（株）筑波支店		6/8/12		随意契約		6/25/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		6/22/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF-AR北実験準備棟天井クレーン（30/4.5ｔ）他整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		130,200		コネクレーンズ（株）		6/8/12		随意契約		6/18/12		中島　幸一郎		鈴木　久		6/29/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その４）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		937,650		日本空調サービス（株）筑波支店		6/22/12		随意契約		7/17/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		7/13/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区インバータ点検整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		399,000		志賀計装（株）		7/9/12		随意契約		9/14/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		9/14/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区電源棟圧力扇フィルター取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		630,000		（有）佐藤管理工業		7/11/12		随意契約		8/3/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		8/3/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ光源棟リング搬入口クレーン2ｔ整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		77,700		三菱電機ＦＡ産業機器（株）東日本支店		6/27/12		随意契約		8/3/12		中島　幸一郎		鈴木　久		7/30/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ光源棟Ｍ５機械室空気調和機（ＡＣ－２）整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		504,000		（株）東洋製作所筑波営業所		6/18/12		随意契約		8/7/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		8/3/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端計測実験棟等天井クレーン用フックシーブ他交換		運交金-施設部-運転-機械		0		0		705,600		（株）神内電機製作所		7/17/12		随意契約		8/8/12		中島　幸一郎		鈴木　久		8/7/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		4,788,000		三菱重工マシナリーテクノロジー㈱		4/1/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子入射器棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		15,225,000		（株）神内電機製作所		4/1/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		2,367,750		（株）アトックス　東海営業所		4/1/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ光源棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		6,300,000		三菱電機ＦＡ産業機器（株）東日本支店		4/1/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		4,068,750		宇部テクノエンジ（株）		4/1/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－１，３前期点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		892,500		パナソニック産機システムズ(株)		7/20/12		随意契約		8/31/12		中島　幸一郎		小川　一弘		8/30/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－４前期点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		302,400		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		7/25/12		随意契約		8/30/12		中島　幸一郎		小川　一弘		8/30/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その５）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		970,200		日本空調サービス（株）筑波支店		7/23/12		随意契約		8/10/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		8/10/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟冷水2次ポンプ(OM-CWP-4-2)等グランドパッキン交換		運交金-施設部-運転-機械		0		0		59,535		（株）川本製作所土浦営業所		6/6/12		随意契約		8/22/12		中島　幸一郎		今村　誠一		8/29/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区他空気調和機整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		1,743,000		（株）東洋製作所筑波営業所		8/9/12		随意契約		10/18/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		10/12/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟冷水２次ポンプ(OM-CWP-4-1)グランドパッキン交換		運交金-施設部-運転-機械		0		0		24,045		（株）川本製作所土浦営業所		8/22/12		随意契約		8/28/12		中島　幸一郎		今村　誠一		9/7/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２前期点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		315,000		（株）日立ビルシステム東関東支社		9/3/12		随意契約		10/1/12		中島　幸一郎		小川　一弘		9/20/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その６）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		979,650		日本空調サービス（株）筑波支店		9/3/12		随意契約		9/25/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		9/25/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その７）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		997,500		日本空調サービス（株）筑波支店		9/10/12		随意契約		10/1/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		10/5/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセン温水発生器(ＢＨ－２)整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		766,500		（株）ヒラカワ		9/27/12		随意契約		11/19/12		中島　幸一郎		今村　誠一		11/30/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネルギ－センタ－冷却水ポンプ（PCD-1～3）等整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		4,483,500		㈱荏原製作所　つくば営業所		10/9/12		随意契約		12/21/12		中島　幸一郎		今村　誠一		12/21/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子入射器棟Ｍ２機械室押込型冷却塔（ＰＣＴ－Ｂ）整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		3,360,000		日本ビー・エー・シー（株）		11/1/12		随意契約		2/25/13		中島　幸一郎		今村　誠一		2/25/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研３ＳＭ２補助機械棟等排水ポンプ盤(ET-CP-4)制御回路取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		890,400		（株）東邦製作所		10/5/12		随意契約		11/22/12		中島　幸一郎		今村　誠一		11/22/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研Ｄ８電源棟等圧力タンク付純水補給水ポンプ整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		4,032,000		㈱荏原製作所　つくば営業所		11/12/12		随意契約		2/25/13		中島　幸一郎		今村　誠一		2/25/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟スクリュー冷凍機Ｒ－４整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		19,845,000		（株）神戸製鋼所機械事業部門圧縮機事業部冷熱・エネルギー部		11/19/12		一般競争契約		2/25/13		中島　幸一郎		小川　一弘		2/22/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネルギ－センタ－冷却塔（ＣＴ－１，２）整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		5,722,500		空研工業（株）東京支店		11/19/12		一般競争契約		3/13/13		中島　幸一郎		今村　誠一		3/11/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟等計装用空気源装置(COMP-1,2)点検整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		722,400		（株）日立産機システム　筑波サービスステーション		11/19/12		随意契約		12/13/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		12/26/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研放射性試料測定棟フィルタ－ユニット(AFU-1-1,2)フィルタ－取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		81,900		東京ニュークリア・サービス（株）		12/4/12		随意契約		12/26/12		中島　幸一郎		今村　誠一		12/25/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－４後期点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		660,450		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		12/10/12		随意契約		2/7/13		中島　幸一郎		小川　一弘		1/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士機械棟スクリュー冷凍機Ｒ－４整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		7,245,000		（株）前川製作所		12/13/12		一般競争契約		3/27/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/25/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ電源棟Ｍ７機械室純水精製装置(PWU-D-1-1他)樹脂取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		384,300		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部		12/20/12		随意契約		1/15/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		1/16/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ１機械室等純水精製装置(PWU-A-1他)樹脂取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		571,200		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部		12/20/12		随意契約		1/15/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		1/16/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－１，３後期点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		892,500		パナソニック産機システムズ(株)		12/19/12		随意契約		2/1/13		中島　幸一郎		小川　一弘		2/8/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区計装用空気源装置点検整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		1,898,820		共和プラント工業（株）		12/25/12		随意契約		2/15/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		2/15/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その１１）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		915,600		日本空調サービス（株）筑波支店		12/6/12		随意契約		1/18/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		1/18/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その１２）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		893,550		日本空調サービス（株）筑波支店		12/18/12		随意契約		2/7/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		2/6/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２後期点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		892,500		（株）日立ビルシステム東関東支社		1/21/13		随意契約		3/4/13		中島　幸一郎		小川　一弘		2/27/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＡＲ南実験棟機械室純水精製装置（ＰＷＵ－２－１，２）樹脂取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		136,500		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部		1/23/13		随意契約		2/8/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		2/8/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その１３）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		897,750		日本空調サービス（株）筑波支店		1/17/13		随意契約		2/21/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		2/20/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験準備棟空冷ヒートポンプチリングユニットCH-3膨張弁他交換		運交金-施設部-運転-機械		0		0		306,600		日本空調サービス（株）筑波支店		2/13/13		随意契約		3/18/13		中島　幸一郎		鈴木　久		3/15/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟空冷チラー（CH-1）三方弁その他交換		運交金-施設部-運転-機械		0		0		3,843,000		日本空調サービス（株）筑波支店		2/26/13		随意契約		3/25/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/22/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その１４）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		981,750		日本空調サービス（株）筑波支店		2/20/13		随意契約		3/13/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/13/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ東実験棟等空冷チラー冷凍機油交換		運交金-施設部-運転-機械		0		0		823,200		日本空調サービス（株）筑波支店		2/27/13		随意契約		3/27/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/27/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研MR東トンネルED排水ポンプレベルレギュレーター交換その他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		982,800		高橋興業（株）		2/22/13		随意契約		3/19/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		3/19/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研構内植物管理業務（5月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		3,020,640		不二造園土木（株）		5/1/12		随意契約		6/7/12		鈴木　孝幸		玉盛　絵里香		5/31/12

				②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研計算機南棟北側入り口扉故障修理その他業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		261,450		高橋興業（株）		6/11/12		随意契約		7/6/12		福田　幸子		山内　真也		6/29/12

				②		建物及び附帯設備保守費		(特別業務)高エネ研富士実験棟南側錠前不良調査その他業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		273,000		高橋興業（株）		9/7/12		随意契約		9/21/12		福田　幸子		赤池　健		9/28/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電動遮蔽扉点検整備業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		757,050		（株）イトーキ　		7/17/12		随意契約		11/6/12		福田　幸子		府川　薫		10/24/12

				②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研ＰＦ研究棟２階男子トイレ出入口ドアクローザー調整その他業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		171,150		高橋興業（株）		12/21/12		随意契約		1/18/13		福田　幸子		小早川　荘介		1/11/13

				②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研PF光源棟2階防火扉ドアクローザー不良調査その他業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		181,650		高橋興業（株）		3/1/13		随意契約		3/15/13		福田　幸子		赤池　健		3/15/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研３号館等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		945,000		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研交通信号機保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		138,600		オムロンフィールドエンジニアリング㈱		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研構内電話交換機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		997,500		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		塚本　智		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研放送設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		1,153,950		パナソニックシステムネットワークス（株）　関越社		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研出入管理設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		2,189,460		中央電子（株）　サービス事業部		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		20,349,000		能美防災(株) 茨城支社		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研４号館等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		1,499,400		東芝エレベータ（株）東関東支社		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		3,679,200		日本オーチス・エレベータ（株）関東支社		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		6,296,850		日本エレベーター製造（株）		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研無線設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		493,500		日本テクニカル・サービス（株）東関東支社		6/7/12		随意契約		8/20/12		福田　幸子		鈴木　義弘		8/27/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＳ地区共同溝等ガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		334,530		新コスモス電機（株）東日本支社		8/20/12		随意契約		9/7/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		9/7/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		110,775		トーセツ（株）		8/20/12		随意契約		9/7/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		9/7/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端計測実験棟ガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		196,350		光明理化学工業（株）		8/20/12		随意契約		9/7/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		9/7/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研研究本館１階給湯室排水管清掃		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		56,700		（有）佐藤管理工業		10/24/12		随意契約		11/7/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		11/7/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研構造生物実験準備棟（実験室２）パッケージ形空調機ＡＣＰ－２四路切換弁他交換		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		145,950		日本空調サービス（株）筑波支店		2/19/13		随意契約		3/8/13		中島　幸一郎		鈴木　久		3/8/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研研究本館1階トイレ排水管詰まり調査その他		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		361,200		高橋興業（株）		3/1/13		随意契約		3/19/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		3/18/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）器材収納庫屋根側溝部清掃その他業務		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		0		0		336,000		東康建設工業（株）		6/11/12		随意契約		7/25/12		福田　幸子		小早川　荘介		7/19/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		0		0		567,000		（株）日立ビルシステム東関東支社		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		伊藤　博		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		0		0		804,300		能美防災(株) 茨城支社		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		伊藤　博		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		0		0		532,350		（株）エネサーブ茨城		6/5/12		随意契約		9/7/12		福田　幸子		伊藤　博		9/21/12

				②		建物及び附帯設備保守費		【予算区分修正】高エネ研（東海）出入管理設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		0		0		199,500				1/7/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）1号館空調機（ACP-T1-18）整備		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		0		0		122,850		日本空調サービス（株）筑波支店		2/12/13		随意契約		3/15/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		1,228,500		能美防災(株) 茨城支社		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研吾妻地区宿舎昇降機設備保全業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		3,364,200		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研吾妻2丁目住宅811棟外部排水管清掃		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		63,000		高橋興業（株）		6/7/12		随意契約		7/17/12		福田　幸子		坂上　慶一		7/17/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研給水施設清掃等保守点検（職員宿舎）		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		682,500		（株）シイナクリーン		8/23/12		随意契約		10/10/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		10/10/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研吾妻２丁目宿舎806-508給湯器・浴槽交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		399,000		筑波学園ガス（株）		3/7/13		随意契約		3/19/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		3/16/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端加速器試験棟空冷チラー（ＣＨ-１）電磁開閉器等整備		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-ATF/ATF2		0		0		462,000		日本空調サービス（株）筑波支店		12/18/12		随意契約		1/18/13		中島　幸一郎		照沼　信浩		1/18/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ターゲットステーション棟純水ポンプ（PCD-TS-3-1、2）整備		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費(二次ライン)		0		0		3,150,000		東興機械工業㈱		12/17/12		随意契約		1/30/13		中島　幸一郎		山田　善一		1/23/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）物質・生命科学実験施設ミュオン空冷設備保守点検		運交金-J-PARC-ミュオン実験(大強度)-物件費		0		0		1,764,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		8/22/12		随意契約		9/28/12		中島　幸一郎		三宅　康博		9/28/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＨＭ１等ＲＩ排気フィルター交換		運交金-J-PARC-放射線(大強度)-放射線廃棄物処理		0		0		577,500		（株）アトックス　東海営業所		9/3/12		随意契約		9/28/12		中島　幸一郎		沼尻　正晴		9/28/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟地下２階側溝清掃業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		94,500		（株）アトックス　東海営業所		6/19/12		随意契約		9/20/12		福田　幸子		木村　光太		9/14/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電動遮蔽扉等点検整備業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		809,550		（株）イトーキ　		8/22/12		随意契約		11/5/12		福田　幸子		府川　薫		10/24/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ﾆｭｰﾄﾘﾉﾀｰｹﾞｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ棟電動遮蔽扉緊急点検整備業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		61,950		（株）イトーキ　		12/25/12		随意契約		1/16/13		福田　幸子		府川　薫		1/8/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟等昇降機設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		1,862,700		東芝エレベータ（株）東関東支社		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		小林　利弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		2,692,200		能美防災(株) 茨城支社		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		伊藤　博		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		3,184,650		（株）エネサーブ茨城		6/5/12		随意契約		9/7/12		福田　幸子		伊藤　博		9/21/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）特別高圧受変電設備（５０ＧｅＶ変電所）点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		12,810,000		東芝電機サービス(株)		6/13/12		随意契約		9/26/12		福田　幸子		伊藤　博		9/21/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央制御棟等仮設発電機運転業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		603,750		（株）アトックス　東海営業所		6/13/12		随意契約		7/20/12		福田　幸子		伊藤　博		7/20/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）Ｊ－ＰＡＲＣ全所停電に伴う停復電操作その他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		408,450		（株）アトックス　東海営業所		6/13/12		随意契約		7/13/12		福田　幸子		伊藤　博		7/13/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）放送設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		957,600		TOAエンジニアリング（株）　東京営業所		6/19/12		随意契約		8/21/12		福田　幸子		千田　謙太郎		8/24/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央監視装置点検保守		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		4,305,000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部		7/24/12		随意契約		11/7/12		福田　幸子		伊藤　博		10/26/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）出入管理設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		199,500		中央電子（株）　サービス事業部		8/1/12		随意契約		11/19/12		福田　幸子		伊藤　博		11/16/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MRトンネル等LED照明器具取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		18,480		（株）アトックス　東海営業所		1/28/13		随意契約		2/8/13		福田　幸子		千田　謙太郎		2/8/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）純水精製装置等保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		562,800		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）純水製造装置保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		3,780,000		三浦工業（株）水戸営業所		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)大強度陽子加速器施設クレーン保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		11,655,000		（株）アトックス　東海営業所		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機その他保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		12,075,000		日本空調サービス（株）筑波支店		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟汚染検査室空調機（ＡＣＰ-Ｃ２-２）整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		42,000		日本空調サービス（株）筑波支店		4/16/12		随意契約		5/25/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		5/18/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟純水ポンプ（ＰＣＤ―ＮＭ３―３―２）整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		1,176,000		（株）増田鉄工場東京支店		7/17/12		随意契約		10/5/12		中島　幸一郎		丸山　雅史		10/12/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＮＵ2　１次冷却水系統ストレーナ清掃その他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		210,000		（株）アトックス　東海営業所		7/2/12		随意契約		8/9/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/10/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		349,020		日本空調サービス（株）筑波支店		8/9/12		随意契約		8/29/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/31/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海）NU2設備ﾔｰﾄﾞ1次冷却水ポンプ（PCD-TS-1-1)整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		268,800		東興機械工業㈱		8/23/12		随意契約		11/26/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/22/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR・M3純水精製装置（PWU-M3-1）樹脂（№1,2）他取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		999,600		理工科学（株）		8/22/12		随意契約		10/22/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		10/12/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）NU1設備ﾔｰﾄﾞHe圧縮機系統冷却塔（CT-NM1-2）整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		262,500		空研工業（株）東京支店		9/5/12		随意契約		10/5/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/28/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）NU1He圧縮機系統冷却塔用動力制御盤（CP-NU1-C1）整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		84,000		日本電技（株）つくば支店		9/20/12		随意契約		9/28/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/28/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備（その2）		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		373,800		日本空調サービス（株）筑波支店		10/25/12		随意契約		11/26/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/16/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央制御棟男子トイレ排水詰まり修理その他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		44,100		（株）アトックス　東海営業所		10/9/12		随意契約		11/26/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/16/12

				②		建物及び附帯設備保守費		脱気膜		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		651,000		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部		8/27/12		随意契約		10/5/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/28/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR・M1純水精製装置（PWU-M1-1）樹脂（№1,2）他取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		798,000		理工科学（株）		11/5/12		随意契約		11/26/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/22/12

				②		建物及び附帯設備保守費		水用脱気・給気モジュール		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		651,000		理工科学（株）		11/12/12		随意契約		1/30/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		1/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）NU3純水配管凍結防止弁操作用足場設置その他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		97,650		（株）アトックス　東海営業所		1/21/13		随意契約		2/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/15/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備（その３）		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		630,000		日本空調サービス（株）筑波支店		12/20/12		随意契約		2/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/15/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第2機械棟中間冷却水ポンプ（PCD-HM2-5-2）整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		488,250		東洋プラント工業（株）		2/13/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/28/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備（その4）		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		801,150		日本空調サービス（株）筑波支店		2/19/13		随意契約		3/8/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/8/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ・Ｍ1純水精製装置（ＰＷＵ－Ｍ1-1）樹脂（№3,4）他取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		798,000		理工科学（株）		3/1/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/28/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ・Ｍ3純水精製装置（ＰＷＵ－Ｍ3-1）樹脂（№3,4）他取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		798,000		理工科学（株）		3/1/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/28/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備（その5）		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		637,350		日本空調サービス（株）筑波支店		3/11/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/28/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）NU3純水凍結防止バルブ操作その他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		234,150		（株）アトックス　東海営業所		3/6/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/28/13

				②		建物及び附帯設備保守費		水用脱気・給気モジュール		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		651,000		理工科学（株）		2/21/13		随意契約		3/15/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/13

				②		建物及び附帯設備保守費		脱酸モジュール		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		651,000		三浦工業（株）水戸営業所		3/12/13		随意契約		3/29/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/29/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟等昇降機設備保全業務		収見合-機構共通-宿泊運営(東海)-東海ドミトリー		0		0		466,200		東芝エレベータ（株）東関東支社		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		小林　利弘		3/31/13

				②		消耗品		高エネ研PF研究棟化学薬品庫鍵作成		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-安全		0		0		4,410		つくばキーセンター　澤邉久輝		10/29/12		随意契約		11/13/12		福田　幸子		北島　義典		11/12/12

				②		消耗品		高エネ研３号館展望室子鍵作成		運交金-加施設長-事務室経費(一般)-事務室		0		0		5,670		つくばキーセンター　澤邉久輝		4/23/12		随意契約		5/9/12		鈴木　孝幸		生出　勝宣		6/11/12

				②		消耗品		PHS電話機　40台		運交金-施設部-運転-電気		0		0		924,000		東陽工業（株）北関東支店		4/13/12		随意契約		4/19/12		福田　幸子		塚本　智		4/27/12

				②		消耗品		ラジエターキャップ		運交金-施設部-運転-電気		0		0		1,995		ヤンマーエネルギーシステム（株）東京支社		5/2/12		随意契約		5/8/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		5/11/12

				②		消耗品		コードレス増設子機　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		468,250		首都圏電工(株)北関東営業所		6/15/12		随意契約		6/29/12		福田　幸子		塚本　智		7/6/12

				②		消耗品		受信機スイッチカバー　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		275,100		能美防災(株) 茨城支社		6/29/12		随意契約		7/13/12		福田　幸子		鈴木　義弘		7/13/12

				②		消耗品		蛍光ランプ　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		543,820		首都圏電工(株)北関東営業所		7/5/12		随意契約		7/23/12		福田　幸子		氏家　和輝		8/3/12

				②		消耗品		スタジオ用ハロゲン電球　8個		運交金-施設部-運転-電気		0		0		25,032		（株）須藤電気商会		8/8/12		随意契約		8/21/12		福田　幸子		氏家　和輝		8/24/12

				②		消耗品		高エネ研特別高圧受変電設備（大穂変電所）交換部品		運交金-施設部-運転-電気		0		0		133,875		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社		5/25/12		随意契約		8/9/12		福田　幸子		氏家　和輝		8/14/12

				②		消耗品		ハンドホールパッキン　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		371,700		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社		7/10/12		随意契約		8/14/12		福田　幸子		氏家　和輝		8/14/12

				②		消耗品		N型プラグ　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		43,050		常伸電通システム（株）		7/20/12		随意契約		8/31/12		福田　幸子		塚本　智		8/31/12

				②		消耗品		UPSバッテリ　1個		運交金-施設部-運転-電気		0		0		12,600		中央電子（株）　サービス事業部		8/8/12		随意契約		9/10/12		福田　幸子		鈴木　義弘		9/14/12

				②		消耗品		制御(X)リレー　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		987,000		東芝電機サービス(株)		6/12/12		随意契約		9/12/12		福田　幸子		氏家　和輝		9/14/12

				②		消耗品		表示灯　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		195,584		首都圏電工(株)北関東営業所		9/6/12		随意契約		9/25/12		福田　幸子		氏家　和輝		9/28/12

				②		消耗品		地区ベル　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		79,800		能美防災(株) 茨城支社		9/18/12		随意契約		9/25/12		福田　幸子		鈴木　義弘		9/28/12

				②		消耗品		酸素・硫化水素計　2台		運交金-施設部-運転-電気		0		0		173,040		日本電計（株）茨城営業所		10/4/12		随意契約		10/11/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		10/17/12

				②		消耗品		除湿剤　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		300,058		北原商事（株）		9/4/12		随意契約		10/11/12		福田　幸子		氏家　和輝		10/12/12

				②		消耗品		A/Dコンバータ（取付パネル込）　6式		運交金-施設部-運転-電気		0		0		277,200		東芝電機サービス(株)		6/19/12		随意契約		10/24/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		10/26/12

				②		消耗品		高エネ研ＫＥＫＢ地区中央監視装置用部品		運交金-施設部-運転-電気		0		0		425,250		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部		7/3/12		随意契約		11/9/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		12/21/12

				②		消耗品		PHS電話機　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		991,200		東陽工業（株）北関東支店		10/3/12		随意契約		11/19/12		福田　幸子		塚本　智		11/30/12

				②		消耗品		PHSアンテナ　30本		運交金-施設部-運転-電気		0		0		378,000		首都圏電工(株)北関東営業所		10/9/12		随意契約		11/26/12		福田　幸子		塚本　智		11/30/12

				②		消耗品		窓用換気扇　3台		運交金-施設部-運転-電気		0		0		17,610		首都圏電工(株)北関東営業所		12/5/12		随意契約		12/11/12		福田　幸子		氏家　和輝		12/26/12

				②		消耗品		PHS電話機　40台		運交金-施設部-運転-電気		0		0		924,000		東陽工業（株）北関東支店		1/23/13		随意契約		2/14/13		福田　幸子		塚本　智		2/22/13

				②		消耗品		R24 LCD表示部組品　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		166,005		能美防災(株) 茨城支社		2/25/13		随意契約		3/1/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/1/13

				②		消耗品		ニカド電池　2個		運交金-施設部-運転-電気		0		0		23,100		能美防災(株) 茨城支社		2/13/13		随意契約		2/19/13		福田　幸子		鈴木　義弘		2/22/13

				②		消耗品		蛍光ランプ　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		615,332		首都圏電工(株)北関東営業所		2/27/13		随意契約		3/21/13		福田　幸子		氏家　和輝		3/22/13

				②		消耗品		過電流継電器　6台		運交金-施設部-運転-電気		0		0		995,400		東芝電機サービス(株)		1/24/13		随意契約		3/25/13		福田　幸子		瀬谷　憲明		3/27/13

				②		消耗品		洗浄バルブ　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		16,800		（株）INAXメンテナンス　北関東営業所		4/11/12		随意契約		4/12/12		中島　幸一郎		小川　一弘		4/13/12

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転-機械		0		0		71,757		古本機工（株）		4/16/12		随意契約		4/23/12		中島　幸一郎		小川　一弘		4/23/12

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		0		0		924,000		三綱（株）		5/16/12		随意契約		5/24/12		中島　幸一郎		小川　一弘		5/23/12

				②		消耗品		ＥＴカートリッジ　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		95,151		古本機工（株）		5/25/12		随意契約		6/11/12		中島　幸一郎		小川　一弘		6/15/12

				②		消耗品		工業用換気扇		運交金-施設部-運転-機械		0		0		9,450		北原商事（株）		6/1/12		随意契約		6/22/12		中島　幸一郎		小川　一弘		6/29/12

				②		消耗品		自動エアー抜き弁　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		182,280		北原商事（株）		5/25/12		随意契約		6/22/12		中島　幸一郎		小川　一弘		6/29/12

				②		消耗品		汚水チャート紙　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		24,255		理工科学（株）		5/24/12		随意契約		6/27/12		中島　幸一郎		小川　一弘		6/29/12

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転-機械		0		0		27,207		古本機工（株）		6/25/12		随意契約		7/10/12		中島　幸一郎		小川　一弘		7/13/12

				②		消耗品		テスト弁標識　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		14,752		能美防災(株) 茨城支社		6/29/12		随意契約		7/23/12		中島　幸一郎		小川　一弘		7/20/12

				②		消耗品		業務用掃除機　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		111,615		北原商事（株）		7/4/12		随意契約		7/23/12		中島　幸一郎		小川　一弘		7/20/12

				②		消耗品		サラビス　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		1,470		北原商事（株）		7/6/12		随意契約		7/18/12		中島　幸一郎		小川　一弘		7/20/12

				②		消耗品		ボールバルブ付実管スリーブ		運交金-施設部-運転-機械		0		0		29,400		カンキ工業（有）		8/9/12		随意契約		8/20/12		中島　幸一郎		小川　一弘		8/24/12

				②		消耗品		ダクトテープ　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		9,240		北原商事（株）		7/27/12		随意契約		8/28/12		中島　幸一郎		小川　一弘		8/31/12

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転-機械		0		0		90,342		古本機工（株）		9/11/12		随意契約		9/14/12		中島　幸一郎		小川　一弘		9/14/12

				②		消耗品		スネークワイヤー　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		210,052		北原商事（株）		8/29/12		随意契約		9/13/12		中島　幸一郎		小川　一弘		9/14/12

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		0		0		924,000		三綱（株）		10/3/12		随意契約		10/12/12		中島　幸一郎		小川　一弘		10/12/12

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		0		0		327,600		栗田工業（株）土浦営業所		10/23/12		随意契約		11/6/12		中島　幸一郎		小川　一弘		11/9/12

				②		消耗品		レベルレギュレーター　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		323,820		理工科学（株）		10/31/12		随意契約		11/20/12		中島　幸一郎		小川　一弘		11/22/12

				②		消耗品		シーリング材　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		38,850		古本機工（株）		10/31/12		随意契約		11/6/12		中島　幸一郎		小川　一弘		11/9/12

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転-機械		0		0		77,112		古本機工（株）		10/31/12		随意契約		11/6/12		中島　幸一郎		小川　一弘		11/7/12

				②		消耗品		LED表示灯　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		240,450		北原商事（株）		10/30/12		随意契約		11/22/12		中島　幸一郎		小川　一弘		11/22/12

				②		消耗品		デジタル温湿度計		運交金-施設部-運転-機械		0		0		4,200		北原商事（株）		10/31/12		随意契約		11/9/12		中島　幸一郎		小川　一弘		11/9/12

				②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転-機械		0		0		134,757		（株）サイサン　つくば営業所		10/30/12		随意契約		12/3/12		中島　幸一郎		小川　一弘		11/30/12

				②		消耗品		逆止弁　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		52,500		（株）エムエス　つくば営業所		11/12/12		随意契約		12/4/12		中島　幸一郎		小川　一弘		11/30/12

				②		消耗品		マグカップ　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		15,225		北原商事（株）		11/30/12		随意契約		12/6/12		中島　幸一郎		小川　一弘		12/7/12

				②		消耗品		水栓部品（レバーハンドル）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		7,035		古本機工（株）		12/6/12		随意契約		12/13/12		中島　幸一郎		小川　一弘		12/14/12

				②		消耗品		冷媒		運交金-施設部-運転-機械		0		0		126,000		日本空調サービス（株）筑波支店		12/7/12		随意契約		12/10/12		中島　幸一郎		小川　一弘		12/14/12

				②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転-機械		0		0		23,436		（株）サイサン　つくば営業所		12/12/12		随意契約		12/19/12		中島　幸一郎		小川　一弘		12/21/12

				②		消耗品		リチウム電池　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		59,535		理工科学（株）		12/14/12		随意契約		12/27/12		中島　幸一郎		小川　一弘		12/28/12

				②		消耗品		センサー　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		23,940		（株）エムエス　つくば営業所		12/13/12		随意契約		12/19/12		中島　幸一郎		小川　一弘		12/21/12

				②		消耗品		温水タンク　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		33,600		（株）INAXメンテナンス　北関東営業所		1/24/13		随意契約		1/28/13		中島　幸一郎		小川　一弘		1/31/13

				②		消耗品		小型スーパータイマー		運交金-施設部-運転-機械		0		0		7,035		北原商事（株）		12/26/12		随意契約		1/29/13		中島　幸一郎		小川　一弘		1/31/13

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		0		0		840,000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		1/16/13		随意契約		1/25/13		中島　幸一郎		小川　一弘		1/25/13

				②		消耗品		温水ヒーター　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		16,800		（株）INAXメンテナンス　北関東営業所		12/12/12		随意契約		1/1/13		中島　幸一郎		小川　一弘		12/28/12

				②		消耗品		温水タンク　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		18,900		（株）INAXメンテナンス　北関東営業所		12/26/12		随意契約		1/8/13		中島　幸一郎		小川　一弘		1/11/13

				②		消耗品		温水タンク　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		21,000		（株）INAXメンテナンス　北関東営業所		1/7/13		随意契約		1/10/13		中島　幸一郎		小川　一弘		1/11/13

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		0		0		577,500		三綱（株）		3/12/13		随意契約		3/14/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/19/13

				②		消耗品		自動交互リレー		運交金-施設部-運転-機械		0		0		26,250		理工科学（株）		3/11/13		随意契約		3/25/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/29/13

				②		消耗品		レベルレギュレーター　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		307,440		古本機工（株）		3/5/13		随意契約		3/25/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/25/13

				②		消耗品		冷媒		運交金-施設部-運転-機械		0		0		126,000		日本空調サービス（株）筑波支店		2/26/13		随意契約		3/6/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/8/13

				②		消耗品		小便器用自動洗浄器　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		407,400		北原商事（株）		2/13/13		随意契約		3/13/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/15/13

				②		消耗品		高エネ研大穂実験棟他屋内消火栓ホース取替		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		1,207,500		能美防災(株) 茨城支社		10/9/12		随意契約		11/22/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		11/22/12

				②		消耗品		高エネ研（東海）東海1号館居室建具金物　一式		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		0		0		94,500		ツクバメンテナンス（株）		3/27/13		随意契約		3/29/13		福田　幸子		府川　薫		3/29/13

				②		消耗品		LEDランプ		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		0		0		15,540		日本空調サービス（株）筑波支店		2/4/13		随意契約		2/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/1/13

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		0		0		27,510		理工科学（株）		3/19/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/29/13

				②		消耗品		クリモマスター風速計		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		0		0		176,400		北原商事（株）		3/13/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/29/13

				②		消耗品		配水管詰まり除去セット　他		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		0		0		193,200		北原商事（株）		3/25/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/29/13

				②		消耗品		防音型ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ発電機　他		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		0		0		417,900		理工科学（株）		2/13/13		随意契約		3/15/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/13

				②		消耗品		温水洗浄便座		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		0		0		80,010		（株）エムエス		2/27/13		随意契約		3/15/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/8/13

				②		消耗品		高エネ研吾妻宿舎防火戸連動用3種煙感知器　1個		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		8,400		能美防災(株) 茨城支社		3/14/13		随意契約		3/25/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/27/13

				②		消耗品		高エネ研吾妻宿舎防火戸用自動閉鎖装置　1個		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		9,240		能美防災(株) 茨城支社		3/14/13		随意契約		3/25/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/27/13

				②		消耗品		表示灯用発光ダイオード　他		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		6,132		能美防災(株) 茨城支社		2/22/13		随意契約		3/29/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/29/13

				②		消耗品		ストックフォーム　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		84,420		茨城チャート（株）		5/8/12		随意契約		5/24/12		福田　幸子		山﨑　勝義		5/25/12

				②		消耗品		蛍光ランプ　250本		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		112,875		（株）イメージ工房		5/10/12		随意契約		5/28/12		福田　幸子		山﨑　勝義		5/31/12

				②		消耗品		蛍光ランプ　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		161,280		首都圏電工(株)北関東営業所		7/13/12		随意契約		7/26/12		福田　幸子		山﨑　勝義		7/27/12

				②		消耗品		メッセージプリンタ用印字ヘッド　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		315,000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部		7/3/12		随意契約		8/10/12		福田　幸子		千田　謙太郎		8/10/12

				②		消耗品		ストックフォーム　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		102,060		茨城チャート（株）		10/3/12		随意契約		10/24/12		福田　幸子		山﨑　勝義		10/26/12

				②		消耗品		中央制御棟監視用椅子		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		223,650		茨城チャート（株）		11/21/12		随意契約		12/25/12		福田　幸子		山﨑　勝義		12/28/12

				②		消耗品		光電式煙感知器ヘッド　4個		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		56,700		能美防災(株) 茨城支社		1/7/13		随意契約		1/10/13		福田　幸子		千田　謙太郎		1/18/13

				②		消耗品		監視端末用ハードディスク　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		966,000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部		11/20/12		随意契約		2/5/13		福田　幸子		山﨑　勝義		2/8/13

				②		消耗品		ネオシール　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		150,360		理工科学（株）		2/26/13		随意契約		3/15/13		福田　幸子		山﨑　勝義		3/22/13

				②		消耗品		D/Dコンバーター　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		286,650		東芝電機サービス(株)		11/14/12		随意契約		3/27/13		福田　幸子		千田　謙太郎		3/27/13

				②		消耗品		リボンカセット　12個		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		35,280		茨城チャート（株）		2/26/13		随意契約		3/5/13		福田　幸子		山﨑　勝義		3/11/13

				②		消耗品		直管形蛍光ランプ　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		291,690		（株）つくば照明サービス		1/10/13		随意契約		3/1/13		福田　幸子		山﨑　勝義		2/8/13

				②		消耗品		ストレーナー用スクリーン　４個		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		238,560		理工科学（株）		4/12/12		随意契約		5/7/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		5/7/12

				②		消耗品		エコソルト		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		88,200		三浦工業（株）水戸営業所		6/7/12		随意契約		7/11/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		7/13/12

				②		消耗品		ディストリビュ－タ		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		126,000		日本電技（株）つくば支店		6/27/12		随意契約		7/6/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		7/6/12

				②		消耗品		クランプオンセンサ　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		90,720		理工科学（株）		7/13/12		随意契約		8/9/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/10/12

				②		消耗品		光電センサー		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		15,120		（株）エムエス		7/17/12		随意契約		8/9/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/10/12

				②		消耗品		安全逃し弁		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		18,900		理工科学（株）		8/3/12		随意契約		8/29/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/31/12

				②		消耗品		ヒューズ		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		11,130		理工科学（株）		7/24/12		随意契約		9/6/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/31/12

				②		消耗品		陽イオン交換樹脂　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		304,500		三浦工業（株）水戸営業所		7/17/12		随意契約		9/18/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/10/12

				②		消耗品		Y形ストレーナー　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		174,930		理工科学（株）		8/28/12		随意契約		9/18/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/21/12

				②		消耗品		電極　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		132,300		日本電技（株）つくば支店		8/7/12		随意契約		9/12/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/7/12

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		300,510		理工科学（株）		7/5/12		随意契約		9/12/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/14/12

				②		消耗品		脱気膜		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		651,000		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部		11/6/12		随意契約		12/20/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		12/14/12

				②		消耗品		流量計バッテリーユニット		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		23,940		理工科学（株）		8/30/12		随意契約		10/1/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/21/12

				②		消耗品		流量計バッテリーユニット		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		23,940		理工科学（株）		9/4/12		随意契約		10/1/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/21/12

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		722,190		東鉱商事（株）　本社営業部		9/3/12		随意契約		10/30/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		10/31/12

				②		消耗品		冷却塔電導率計ｾﾝｻｰ		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		63,000		日本電技（株）つくば支店		9/4/12		随意契約		10/10/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		10/12/12

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		374,850		三浦工業（株）水戸営業所		10/1/12		随意契約		11/12/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/16/12

				②		消耗品		圧力計　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		89,670		理工科学（株）		10/15/12		随意契約		11/5/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/9/12

				②		消耗品		ステンレスドラム缶		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		109,200		理工科学（株）		10/23/12		随意契約		11/5/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/9/12

				②		消耗品		パッキン		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		2,520		理工科学（株）		10/26/12		随意契約		11/9/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/9/12

				②		消耗品		ステンレスドラム缶		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		163,800		理工科学（株）		11/5/12		随意契約		11/14/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/16/12

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		483,840		栗田工業（株）土浦営業所		9/14/12		随意契約		12/1/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/16/12

				②		消耗品		パルス発信式水道メーター		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		56,700		理工科学（株）		1/8/13		随意契約		1/18/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		1/18/13

				②		消耗品		モーター用ファンカバー		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		86,730		理工科学（株）		12/6/12		随意契約		2/12/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/8/13

				②		消耗品		断熱材　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		15,120		理工科学（株）		1/22/13		随意契約		2/12/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/8/13

				②		消耗品		保管庫		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		78,750		北原商事（株）		1/28/13		随意契約		2/18/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/15/13

				②		消耗品		圧力計		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		46,200		北原商事（株）		1/8/13		随意契約		2/18/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/15/13

				②		消耗品		プレフィルター用ろ材		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		136,500		日進技研（株）		1/25/13		随意契約		2/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/1/13

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		967,680		栗田工業（株）土浦営業所		3/19/13		随意契約		3/29/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/29/13

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		945,945		三浦工業（株）水戸営業所		3/4/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/29/13

				②		消耗品		Vﾍﾞﾙﾄ		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		122,220		理工科学（株）		3/8/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/22/13

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		955,500		理工科学（株）		3/4/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/29/13

				②		消耗品		ゲートバルブ　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		80,640		理工科学（株）		2/13/13		随意契約		3/15/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/13

				②		消耗品		接線流羽根車式水道メーター		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		69,930		理工科学（株）		2/7/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/22/13

				②		消耗品		高エネ研（東海）ＲＮＢ実験準備棟玄関子鍵作成		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費(共通)		0		0		3,360		つくばキーセンター　澤邉久輝		11/21/12		随意契約		12/7/12		福田　幸子		髙﨑　貞則		12/7/12

				②		消耗品		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設102号室小鍵作成		収見合-機構共通-宿泊運営(東海)-東海ドミトリー		0		0		3,360		つくばキーセンター　澤邉久輝		7/11/12		随意契約		7/23/12		福田　幸子		荒川　正夫		7/25/12

				②		環境整備		陽電子入射器棟（加速管組立室）ACP-6室内吹出ダクト内部清掃　一式		運交金-加五-リニアック(PF)-加速管2		0		0		648,900		日本空調サービス（株）筑波支店		10/9/12		随意契約		10/25/12		花村　友子 （無効）		松本　修二		10/25/12

				②		環境整備		BTトンネル内排水溝清掃　一式		運交金-加三・四-B運転(B運営)-KEKB共通		0		0		98,700		高橋興業（株）		8/14/12		随意契約		8/31/12		大出　登志子		小野　正明		8/31/12

				②		環境整備		放射性試料測定棟　給気ダクト清掃　一式		運交金-放射セ-加速器安全(大強度)-大強度加速器安全研究		0		0		2,992,500		（株）アトックス　東海営業所		11/14/12		随意契約		2/8/13		塙　正広		桝本　和義		2/28/13

				②		他委託		高エネ研構内オンライン出入管理設備システム変更業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		171,150		中央電子（株）　サービス事業部		4/16/12		随意契約		5/30/12		福田　幸子		鈴木　義弘		5/30/12

				②		他委託		高エネ研（東海）構内ＰＨＳ設定他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		149,100		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）		8/7/12		随意契約		8/31/12		福田　幸子		塚本　智		9/14/12

				②		他委託		高エネ研(東海)構内固定電話設定他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		70,875		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）		2/12/13		随意契約		2/28/13		福田　幸子		塚本　智		3/1/13

				②点検保守費合計 テンケン ホシュ ヒ ゴウケイ												428,531,469

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転-電気		0		0		94,557,540		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		山内　真也		3/31/13

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転-機械		0		0		140,609,076		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		山内　真也		3/31/13

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		5,178,384		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		山内　真也		3/31/13

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電気・機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		78,958,320		（株）アトックス　東海営業所		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		伊藤　博		3/31/13

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電気・機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		120,541,680		（株）アトックス　東海営業所		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		伊藤　博		3/31/13

				③運転監視費合計 ウンテン カンシ ヒ ゴウケイ												439,845,000

				④		環境整備		高エネ研廃蛍光管等収集運搬処分		運交金-施設部-運転-電気		0		0		555,959		野村興産（株）		7/17/12		随意契約		11/13/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		11/30/12

				④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造生物準備室		0		0		339,864		ミヤマ（株）		7/24/12		随意契約		8/10/12		広瀬　昌章		加藤　龍一		8/10/12

				④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造生物準備室		0		0		179,928		ミヤマ（株）		7/31/12		随意契約		8/10/12		広瀬　昌章		加藤　龍一		8/10/12

				④		環境整備		ガス容器廃棄　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-基盤整備		0		0		519,750		（株）巴商会学園都市営業所		4/12/12		随意契約		9/10/12		若月　恵		内田　佳伯		9/10/12

				④		環境整備		放射性及び一般実験廃液処理業務、及び水質分析検査業務　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-業務委託		0		0		43,942,500		Hitz環境サービス（株）		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		戸塚　賢次郎		文珠四郎　秀昭		3/31/13

				④		環境整備		実験系廃棄物類搬出・処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		0		0		250,929		松田産業㈱		5/9/12		随意契約		7/20/12		戸塚　賢次郎		別所　光太郎		7/27/12

				④		環境整備		実験系廃棄物処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		0		0		265,587		松田産業㈱		11/1/12		随意契約		11/20/12		戸塚　賢次郎		別所　光太郎		11/22/12

				④		環境整備		廃薬品類収集・処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		0		0		968,415		松田産業㈱		12/5/12		随意契約		3/6/13		戸塚　賢次郎		別所　光太郎		3/8/13

				④		環境整備		実験系廃棄物収集処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		0		0		317,719		松田産業㈱		1/9/13		随意契約		3/28/13		戸塚　賢次郎		別所　光太郎		3/28/13

				④		環境整備		コンプレッサー廃棄　一式		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		192,738		（株）やまたけ　土浦営業所		8/3/12		随意契約		9/3/12		戸塚　賢次郎		久米　達哉		9/14/12

				④		環境整備		廃油ドラム処分　１４本		運交金-日米-先端加速器-物件費(HLRF)		0		0		29,400		田上石油店　代表者　田上憲一		3/5/13		随意契約		3/6/13		渡辺　和子		明本　光生		3/6/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（４月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		52,500		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		5/1/12		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（５月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		52,500		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		5/21/12		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（６月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		157,500		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		7/2/12		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（７月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		105,000		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		8/6/12		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（８月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		157,500		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		9/3/12		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（９月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		105,000		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		10/9/12		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（１０月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		105,000		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		10/23/12		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（１１月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		105,000		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		11/26/12		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/31/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（１２月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		105,000		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		1/7/13		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（１月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		52,500		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		1/23/13		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/31/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（２月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		105,000		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		3/4/13		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理（3月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		105,000		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		3/29/13		舟山　広貴		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		変圧器油抜き　　　一式		運交金-加五-リニアック(PF)-マイクロ波2		0		0		529,200		油科学工事（株）		10/9/12		随意契約		10/25/12		小泉　貞実		本間　博幸		10/25/12

				④		環境整備		廃油処分　　　７本		運交金-加五-リニアック(PF)-加速管2		0		0		14,700		田上石油店　代表者　田上憲一		12/11/12		随意契約		12/17/12		小泉　貞実		松本　修二		12/17/12

				④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		1,148,700		（株）日の丸商事		6/13/12		随意契約		7/9/12		塙　晃一		塙　晃一		7/31/12

				④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		997,500		（株）日の丸商事		12/11/12		随意契約		1/15/13		舟山　広貴		舟山　広貴		2/28/13

				④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(特殊)-PCB廃棄物処理費		0		0		59,156,400		中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道PCB処理事業所		8/3/12		随意契約（第一号）		1/31/13		舟山　広貴		小髙　美里		3/29/13

				④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(H22債務)-PCB廃棄物処理費		0		0		266,100		中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道PCB処理事業所		8/3/12		随意契約（第一号）		1/31/13		舟山　広貴		小髙　美里		3/29/13

				④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）輸送　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物運搬費(裁量)-物件費		0		0		2,985,000		東日本日立物流サービス（株）　輸送・日立物流部日立輸送グループ		8/7/12		随意契約		12/14/12		舟山　広貴		小髙　美里		12/28/12

				④		環境整備		PCB安定器の運搬準備　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物運搬費(裁量)-物件費		0		0		266,000		東日本日立物流サービス（株）　輸送・日立物流部日立輸送グループ		12/25/12		随意契約		3/13/13		舟山　広貴		國府田　一成		3/29/13

				④		環境整備		廃酸処分　　一式		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-STF基盤		0		0		310,800		ミヤマ（株）		4/26/12		随意契約		5/16/12		渡辺　和子		沢辺　元明		5/16/12

				④		環境整備		廃酸処分　　一式		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-STF基盤		0		0		294,000		ミヤマ（株）		5/30/12		随意契約		6/15/12		渡辺　和子		沢辺　元明		6/15/12

				④		環境整備		廃酸処分　一式		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-STF基盤		0		0		413,700		ミヤマ（株）		5/22/12		随意契約		6/20/12		渡辺　和子		沢辺　元明		6/20/12

				④		環境整備		廃酸処分　一式		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-STF基盤		0		0		294,000		ミヤマ（株）		11/1/12		随意契約		11/19/12		渡辺　和子		沢辺　元明		11/19/12

				④		環境整備		電気牽引車鉛蓄電池の産廃処分　一式		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		0		0		126,000		㈱タケウチ		6/15/12		随意契約		7/10/12		吉原　裕一		加藤　洋二		7/31/12

				④		環境整備		産業廃棄物輸送　一式		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		0		0		441,000		常磐運送（株）		6/11/12		随意契約		7/17/12		五百川　裕弥		加藤　洋二		7/27/12

				④		環境整備		産業廃棄物処分　一式		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		0		0		452,340		(株)新栄商事		5/28/12		随意契約		8/2/12		五百川　裕弥		加藤　洋二		8/31/12

				④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		0		0		311,367		（株）ニシノ産業		5/28/12		随意契約		9/4/12		五百川　裕弥		加藤　洋二		9/28/12

				④		環境整備		廃油処理　一式		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-入出射		0		0		56,070		アサヒプリテック（株）北関東営業所		5/9/12		随意契約		7/6/12		五百川　裕弥		石井　恒次		7/27/12

				④		環境整備		廃油処分　一式		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-入出射		0		0		73,500		常陸環境開発（株）		1/30/13		随意契約		3/21/13		五百川　裕弥		石井　恒次		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物処分　一式		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-シスコミ		0		0		126,000		常陸環境開発（株）		10/29/12		随意契約		12/19/12		五百川　裕弥		久保田　親		12/28/12

				④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-放射線(大強度)-放射線廃棄物処理		0		0		6,867,315		（社）日本アイソトープ協会		2/8/13		随意契約（第一号）		3/28/13		西村　春菜		高橋　一智		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		受託研費-機構共通-一般管理費(12D08 スパコン)-物件費		0		0		861,000		（株）日の丸商事		8/22/12		随意契約		9/12/12		舟山　広貴		鈴木　英史		9/28/12

				④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		受託研費-機構共通-一般管理費(12D08 スパコン)-物件費		0		0		603,750		（株）日の丸商事		9/27/12		随意契約		11/12/12		舟山　広貴		鈴木　英史		11/30/12

				④産業廃棄物処分費合計 サンギョウ ハイキブツ ショブン ヒ ゴウケイ												125,364,731

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（４月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		1,023,120		不二造園土木（株）		4/2/12		随意契約		5/8/12		鈴木　孝幸		玉盛　絵里香		4/30/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（6月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		3,921,960		不二造園土木（株）		4/1/12		一般競争契約		7/13/12		中島　幸一郎		玉盛　絵里香		6/30/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（7月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		4,774,560		不二造園土木（株）		4/1/12		一般競争契約		8/7/12		福田　幸子		松本　利男		7/31/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（８月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		8,258,040		不二造園土木（株）		4/1/12		一般競争契約		9/10/12		福田　幸子		松本　利男		8/31/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理（9月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		2,752,680		不二造園土木（株）		4/1/12		一般競争契約		10/9/12		福田　幸子		松本　利男		9/30/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（10月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		4,165,560		不二造園土木（株）		4/1/12		随意契約		11/6/12		福田　幸子		松本　利男		10/31/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（11月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		3,045,000		不二造園土木（株）		4/1/12		随意契約		12/10/12		福田　幸子		松本　利男		11/30/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（１２月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		3,605,280		不二造園土木（株）		4/2/12		随意契約		1/16/13		福田　幸子		松本　利男		12/31/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（１月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		1,388,520		不二造園土木（株）		4/2/12		随意契約		2/6/13		福田　幸子		松本　利男		1/31/13

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（２月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		1,437,240		不二造園土木（株）		4/2/12		随意契約		3/7/13		福田　幸子		松本　利男		2/28/13

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（３月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		1,461,600		不二造園土木（株）		4/2/12		一般競争契約		3/29/13		福田　幸子		松本　利男		3/29/13

				⑤		環境整備		高エネ研構内枯損木伐採工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		338,100		不二造園土木（株）		7/20/12		随意契約		9/12/12		福田　幸子		松本　利男		9/7/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内枯損木伐採工事（その２）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		768,600		不二造園土木（株）		10/9/12		随意契約		11/14/12		福田　幸子		松本　利男		11/12/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内枯損木伐採工事（その３）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		966,000		不二造園土木（株）		12/25/12		随意契約		2/21/13		福田　幸子		松本　利男		2/19/13

				⑤		環境整備		高エネ研計算機北棟北側枯損木（低木）撤去その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		96,600		不二造園土木（株）		10/30/12		随意契約		11/14/12		福田　幸子		松本　利男		11/7/12

				⑤		環境整備		高エネ管理棟南側出入口周辺芝張工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		115,500		不二造園土木（株）		3/7/13		随意契約		3/29/13		福田　幸子		松本　利男		3/21/13

				⑤		環境整備		高エネ研構内東大通り北側街灯取設支障樹木剪定業務		運交金-施設部-東大通り街灯設置(裁量)-工事経費		0		0		281,400		不二造園土木（株）		9/20/12		随意契約		12/3/12		福田　幸子		玉盛　絵里香		11/30/12

				⑤		環境整備		高エネ研(東海）東海１号館周辺草刈その他業務		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		0		0		766,500		不二造園土木（株）		6/18/12		随意契約		8/14/12		鈴木　孝幸		玉盛　絵里香		8/6/12

				⑤		環境整備		高エネ研（東海）東海１号館周辺草刈その他業務（その２）		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		0		0		913,500		不二造園土木（株）		11/12/12		随意契約		1/16/13		福田　幸子		玉盛　絵里香		1/15/13

				⑤		環境整備		高エネ研（東海）東海1号館周辺落葉清掃その他業務		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		0		0		483,000		不二造園土木（株）		3/5/13		随意契約		3/25/13		福田　幸子		玉盛　絵里香		3/22/13

				⑤		環境整備		高エネ研(東海）J-PARC構内道路周辺草刈業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		966,000		不二造園土木（株）		6/8/12		随意契約		8/1/12		鈴木　孝幸		玉盛　絵里香		7/25/12

				⑤		環境整備		高エネ研吾妻２丁目職員宿舎811棟周辺高木剪定他		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		997,500		不二造園土木（株）		4/10/12		随意契約		5/8/12		福田　幸子		坂上　慶一		5/8/12

				⑤		環境整備		高エネ研吾妻２丁目職員宿舎801棟周辺支障枝剪定 他		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		976,500		不二造園土木（株）		11/20/12		随意契約		12/13/12		福田　幸子		坂上　慶一		12/13/12

				⑤		環境整備		高エネ研竹園職員宿舎722棟周辺樹木等処理他		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		165,900		不二造園土木（株）		6/20/12		随意契約		7/10/12		福田　幸子		坂上　慶一		7/10/12

				⑤		環境整備		高エネ研竹園３丁目職員宿舎枯損木処理その他		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		210,000		不二造園土木（株）		2/8/13		随意契約		2/27/13		福田　幸子		坂上　慶一		2/27/13

				⑤		環境整備		高エネ研竹園３丁目職員宿舎717棟周辺支障木処理		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		126,000		不二造園土木（株）		3/14/13		随意契約		3/25/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/25/13

				⑤		環境整備		太田団地A棟草刈作業　一式		運交金-管理局-職員宿舎維持費-東海地区		0		0		27,722		（社）東海村シルバー人材センター		7/5/12		随意契約		7/27/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		7/27/12

				⑤		環境整備		太田団地A棟草刈作業　一式		運交金-管理局-職員宿舎維持費-東海地区		0		0		20,252		（社）東海村シルバー人材センター		10/9/12		随意契約		11/6/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		11/16/12

				⑤		環境整備		太田団地草刈り作業（Ｂ、Ｃ、Ｄ棟）　一式		収見合-機構共通-宿泊運営(東海)-太田団地		0		0		93,242		（社）東海村シルバー人材センター		7/5/12		随意契約		7/17/12		清水　順也		佐藤　正和		7/20/12

				⑤		環境整備		太田団地草刈作業　一式		収見合-機構共通-宿泊運営(東海)-太田団地		0		0		92,010		（社）東海村シルバー人材センター		10/9/12		随意契約		11/6/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		11/16/12

				⑤		環境整備		みの内住宅草刈り　　一式		収見合-機構共通-宿泊運営(東海)-みのうち住宅		0		0		231,000		不二造園土木（株）		6/27/12		随意契約		7/9/12		清水　順也		佐藤　正和		7/6/12

				⑤		環境整備		みの内住宅草刈作業　一式		収見合-機構共通-宿泊運営(東海)-みのうち住宅		0		0		231,000		不二造園土木（株）		10/3/12		随意契約		10/22/12		清水　順也		佐藤　正和		10/31/12

				⑤		他委託		高エネ研吾妻４丁目201棟南側敷地境界法面処理		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		266,700		不二造園土木（株）		2/7/13		随意契約		3/18/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/18/13

				⑤緑地管理費合計 リョクチ カンリヒ ゴウケイ												44,966,586

		長 チョウ		⑥		建設仮		高エネ研構内東大通り北側外灯取設工事		運交金-施設部-東大通り街灯設置(裁量)-工事経費		0		0		10,353,000		筑波電気工事（株）		8/6/12		一般競争契約		11/6/12		福田　幸子		塚本　智		11/2/12

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研4号館正面玄関床石補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		378,000		(株)カタオカエンジニアリング		9/10/12		随意契約		10/2/12		中島　幸一郎		小早川　荘介		9/28/12

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１工作棟北側雨水排水管改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		157,500		(株)カタオカエンジニアリング		9/26/12		随意契約		10/12/12		福田　幸子		小早川　荘介		10/12/12

		P		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１２電源棟汚水桝取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		123,900		（株）楠原管工業		2/8/13		随意契約		3/29/13		中島　幸一郎		今村　誠一		3/28/13

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研南実験準備棟雨水桝蓋交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		12,600		(株)カタオカエンジニアリング		11/5/12		随意契約		12/6/12		福田　幸子		小早川　荘介		12/6/12

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟雨水桝蓋枠押えコンクリート補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		189,000		(株)カタオカエンジニアリング		12/25/12		随意契約		1/17/13		福田　幸子		小早川　荘介		1/18/13

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS地区等外灯改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		510,300		（株）須藤電気商会		11/27/12		随意契約		12/28/12		福田　幸子		氏家　和輝		12/28/12

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)１号館北側汚水桝嵩上げ工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		0		0		409,500		東康建設工業（株）		1/10/13		随意契約		2/28/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		2/22/13

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻宿舎805棟付近外灯自動点滅器交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		26,250		（株）須藤電気商会		10/30/12		随意契約		11/16/12		福田　幸子		坂上　慶一		11/16/12

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目住宅807棟外部雨水枡修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		189,000		高橋興業（株）		8/21/12		随意契約		9/3/12		福田　幸子		坂上　慶一		8/31/12

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中央通り外灯改修工事		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		0		0		1,257,900		（有）森田電気商会		6/22/12		随意契約		8/23/12		福田　幸子		鈴木　義弘		9/3/12

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研放射化物使用棟北側ネットフェンス補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		98,700		不二造園土木（株）		10/3/12		随意契約		10/11/12		福田　幸子		松本　利男		10/4/12

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研ＰＳ特高変電棟ネットフェンス補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		630,000		不二造園土木（株）		11/2/12		随意契約		12/3/12		福田　幸子		玉盛　絵里香		11/21/12

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研１号館北東側駐車場周り石積補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		94,500		不二造園土木（株）		11/16/12		随意契約		1/29/13		福田　幸子		松本　利男		1/24/13

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研構内道路等補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		240,450		（株）ミヤモト開発		3/11/13		随意契約		3/26/13		福田　幸子		赤池　健		3/25/13

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研開発共用棟等建物周辺埋め戻しその他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		351,750		(株)カタオカエンジニアリング		2/7/13		随意契約		3/1/13		福田　幸子		赤池　健		3/1/13

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研PF地区道路グレ－チング補修工事		運交金-管理局-共通経費-交通安全		0		0		373,800		(株)カタオカエンジニアリング		10/25/12		随意契約		12/6/12		福田　幸子		岩見　真二		12/6/12

		-		⑥		その他修繕費		高エネ研吾妻４丁目住宅201棟駐車場修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		388,500		高橋興業（株）		9/28/12		随意契約		10/16/12		福田　幸子		坂上　慶一		10/16/12

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研一般公開用駐車場補修工事		運交金-機構共通-広報室経費-一般公開		0		0		278,250		(株)カタオカエンジニアリング		12/17/12		随意契約		1/17/13		福田　幸子		冨岡　淳子		1/18/13

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研発生材置場１北側フェンス補修工事		運交金-機構共通-防犯対策関連経費(裁量)-物件費		0		0		96,600		不二造園土木（株）		8/20/12		随意契約		10/2/12		福田　幸子		岩見　真二		10/2/12

				⑥校地維持費合計 コウチ イジヒ ゴウケイ												16,159,500

				⑦		環境整備		高エネ研受水槽・高置水槽その他清掃		運交金-施設部-運転-機械		0		0		1,123,500		（株）シイナクリーン		7/19/12		随意契約		9/26/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		9/26/12

				⑦		環境整備		高エネ研電子陽電子入射器棟第３ＳＹ搬入路側溝清掃業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		178,500		不二造園土木（株）		7/20/12		随意契約		8/3/12		中島　幸一郎		玉盛　絵里香		7/25/12

				⑦		環境整備		高エネ研（東海）１号館受水槽他清掃		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		0		0		241,500		（株）アトックス　東海営業所		6/11/12		随意契約		9/18/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/20/12

				⑦		環境整備		高エネ研竹園３丁目704-101棟蜂の巣撤去		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		8,400		サン商事（株）ダスキン　つくば南支店		11/1/12		随意契約		11/15/12		福田　幸子		坂上　慶一		11/30/12

				⑦		環境整備		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟地下2階側溝清掃業務（その2）		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		94,500		（株）アトックス　東海営業所		12/28/12		随意契約		1/25/13		福田　幸子		府川　薫		1/25/13

				⑦		環境整備		高エネ研（東海）中央制御棟等屋根清掃業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		208,950		（株）アトックス　東海営業所		3/6/13		随意契約		3/25/13		福田　幸子		府川　薫		3/22/13

				⑦		環境整備		予算修正　建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（4-9月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		417,048				1/10/13

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（4月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		34,020		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		5/1/12		伊藤　春美		伊藤　健二		4/27/12

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（5月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		25,515		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		6/1/12		伊藤　春美		伊藤　健二		5/31/12

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（6月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		76,545		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		7/2/12		伊藤　春美		伊藤　健二		6/29/12

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（7月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		42,525		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		8/1/12		伊藤　春美		伊藤　健二		7/31/12

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（8月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		34,020		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		9/3/12		伊藤　春美		伊藤　健二		8/31/12

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（9月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		34,020		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		10/1/12		伊藤　春美		伊藤　健二		9/28/12

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（10月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		42,525		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		11/1/12		伊藤　春美		伊藤　健二		10/31/12

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（11月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		68,040		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		12/3/12		伊藤　春美		伊藤　健二		11/30/12

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（12月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		59,535		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		1/8/13		伊藤　春美		伊藤　健二		12/28/12

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（1月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		34,020		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		2/4/13		伊藤　春美		伊藤　健二		1/31/13

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（2月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		59,535		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		3/1/13		伊藤　春美		伊藤　健二		2/28/13

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（3月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		42,525		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		3/29/13		伊藤　春美		伊藤　健二		3/29/13

				⑦		環境整備		PF研究棟床剥離清掃及びｶﾞﾗｽ、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ清掃　一式		運交金-放一・二-放射光(研究施設)-PF共通		0		0		78,750		（有）エアリー		4/2/12		随意契約		5/1/12		若月　恵		伊藤　健二		5/1/12

				⑦		環境整備		PF光源棟・研究棟・実験準備棟トイレ清掃　一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		294,000		高橋興業（株）		9/21/12		随意契約		2/11/13		広瀬　昌章		伊藤　健二		2/11/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(4月分)		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,266,620		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		5/1/12		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(5月分)		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,220,360		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		6/1/12		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（6月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,226,840		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		7/2/12		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（7月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,221,260		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		8/1/12		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（8月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,215,320		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		9/3/12		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（9月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,198,940		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		10/1/12		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（10月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,216,940		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		11/1/12		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（11月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,223,240		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		12/3/12		塙　晃一		塙　晃一		3/31/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（12月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,238,360		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		1/7/13		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（1月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,192,820		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		2/1/13		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（2月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,219,820		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		3/1/13		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（3月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,288,040		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		3/29/13		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（4月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		5/2/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（5月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		6/1/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/31/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（6月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		7/2/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/31/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（7月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		8/1/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（8月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		9/3/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（9月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		10/1/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（10月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		11/1/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/31/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（11月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		12/3/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（12月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		1/7/13		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（1月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		2/1/13		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（2月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		3/1/13		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（3月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		3/29/13		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		体育館１階床面清掃　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		192,780		高橋興業（株）		1/17/13		随意契約		2/13/13		舟山　広貴		舟山　広貴		2/28/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（4月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		297,812		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		5/2/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（5月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		297,812		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		6/1/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/31/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（6月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		297,812		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		7/2/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/31/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（7月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		297,812		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		8/1/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（8月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		297,812		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		9/3/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（9月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		297,812		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		10/1/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（10月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		367,320		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		11/1/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/31/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（11月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		367,320		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		12/3/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（12月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		367,320		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		1/7/13		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（1月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		367,320		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		2/1/13		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（2月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		367,320		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		3/1/13		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（3月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		367,320		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		3/29/13		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦清掃費合計 セイソウ ヒ ゴウケイ												39,152,265

				⑧		他委託		構内警備業務　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		44,600,220		東京警備保障（株）		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		塙　晃一		小髙　美里		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（4月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		6/1/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（5月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		6/1/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（6月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		7/2/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（7月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		8/1/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（8月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		9/3/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（9月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		10/1/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（10月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		11/1/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（11月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		12/3/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（12月分)　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		1/7/13		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（1月分)　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		2/1/13		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（2月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		3/1/13		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（3月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		3/31/13		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧警備費合計 ケイビ ヒ ゴウケイ												45,066,420

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設 (MR電磁石電源棟等) 新営電気設備工事		施設整備-加三-Bファク高度化-電子リング電磁石システム		0		0		11,329,600		成瀬電気工事(株)茨城営業所　（前金口）		11/19/12		一般競争契約		2/25/13		福田　幸子		伊藤　博		3/29/13

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設（陽電子低エミッタンス入射システム用トンネル電源棟等）新営電気設備工事		施設整備-加三-Bファク高度化(24補正・その1)-低エミッタンス入射システム		0		0		17,823,750		(株)弘電社　（前金口）		3/22/13		一般競争契約		3/29/13		福田　幸子		小野　正明		3/14/14

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設電子陽電子入射器棟増築電気設備工事		施設整備-施設部-Bファク高度化(繰越分)-電子陽電子入射器棟増築		0		0		3,780,000		（株）協和エレックス		4/1/12		一般競争契約		6/20/12		福田　幸子		伊藤　博		6/22/12

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設 (MR電磁石電源棟等) 新営電気設備工事		施設整備-施設部-Bファク高度化-電磁石電源棟増築		0		0		8,748,800		成瀬電気工事(株)茨城営業所　（前金口）		11/19/12		一般競争契約		2/25/13		福田　幸子		伊藤　博		3/29/13

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設（MR電磁石電源棟）新営工事		施設整備-施設部-Bファク高度化-電磁石電源棟増築		0		0		56,280,000		古谷建設（株）		11/29/12		随意契約		2/25/13		福田　幸子		山口　英孝		3/29/13

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設（PF-AR直接入射トンネル等）地盤調査業務		施設整備-施設部-Bファク高度化(国債繰越(23-24))-陽電子低ｴﾐｯﾀﾝｽ入射ｼｽﾃﾑ用ﾄﾝﾈﾙ		0		0		1,808,100		㈱建設地盤		10/26/12		一般競争契約		12/18/12		福田　幸子		玉盛　絵里香		12/14/12

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設（PF-AR直接入射トンネル）等測量業務		施設整備-施設部-Bファク高度化(国債繰越(23-24))-陽電子低ｴﾐｯﾀﾝｽ入射ｼｽﾃﾑ用ﾄﾝﾈﾙ		0		0		829,500		（株）澤畠設計開発		10/9/12		随意契約		11/9/12		福田　幸子		小早川　荘介		11/9/12

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設（PF-AR直接入射トンネル）新営土木工事		施設整備-施設部-Bファク高度化(国債繰越(23-24))-陽電子低ｴﾐｯﾀﾝｽ入射ｼｽﾃﾑ用ﾄﾝﾈﾙ		0		0		92,724,400		飛島建設（株）（前金口）		3/18/13		一般競争契約		3/29/13		福田　幸子		府川　薫		3/21/14

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設（陽電子低エミッタンス入射システム用トンネル）新営土木工事		施設整備-施設部-Bファク高度化(H24国債(23-24))-陽電子低ｴﾐｯﾀﾝｽ入射ｼｽﾃﾑ用ﾄﾝﾈﾙ		0		0		258,615,000		清水建設（株）関東支店		4/2/12		一般競争契約		2/28/13		福田　幸子		府川　薫		2/15/13

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設（PF-AR直接入射トンネル）新営土木工事		施設整備-施設部-Bファク高度化(H24国債(23-24))-陽電子低ｴﾐｯﾀﾝｽ入射ｼｽﾃﾑ用ﾄﾝﾈﾙ		0		0		108,875,600		飛島建設（株）（前金口）		3/18/13		一般競争契約		3/29/13		福田　幸子		府川　薫		3/21/14

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設 (MR電磁石電源棟等) 新営電気設備工事		施設整備-施設部-Bファク高度化(H24国債(24-25))-機械棟増築		0		0		3,021,600		成瀬電気工事(株)茨城営業所　（前金口）		11/19/12		一般競争契約		2/25/13		福田　幸子		伊藤　博		3/29/13

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設（MR機械棟等）新営その他工事		施設整備-施設部-Bファク高度化(H24国債(24-25))-機械棟増築		0		0		186,879,000		松本建設㈱　（前金口）		1/30/13		一般競争契約		3/5/13		福田　幸子		山口　英孝		3/14/14

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設(MR機械棟)新営その他電気設備工事		施設整備-施設部-Bファク高度化(H24国債(24-25))-機械棟増築		0		0		31,710,000		東進電気(株)　取手支店　（前金口）		3/14/13		随意契約		3/29/13		福田　幸子		塚本　智		1/17/14

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設（陽電子低エミッタンス入射システム用トンネル電源棟等）新営工事		施設整備-施設部-Bファク高度化(H24国債(24-25))-陽電子低ｴﾐｯﾀﾝｽ入射ｼｽﾃﾑ電源棟		0		0		81,816,000		(株)羽原工務店　（前金口）		1/21/13		一般競争契約		3/5/13		福田　幸子		小早川　荘介		12/20/13

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設（陽電子低エミッタンス入射システム用トンネル電源棟等）新営電気設備工事		施設整備-施設部-Bファク高度化(H24国債(24-25))-陽電子低ｴﾐｯﾀﾝｽ入射ｼｽﾃﾑ電源棟		0		0		54,428,850		(株)弘電社　（前金口）		3/22/13		一般競争契約		3/29/13		福田　幸子		小野　正明		3/14/14

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設（陽電子低エミッタンス入射システム用トンネル電源棟等）新営工事		施設整備-施設部-Bファク高度化(H24国債(24-25))-陽電子低ｴﾐｯﾀﾝｽ入射ｼｽﾃﾑ機械棟		0		0		67,200,000		(株)羽原工務店　（前金口）		1/21/13		一般競争契約		3/5/13		福田　幸子		小早川　荘介		12/20/13

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設（陽電子低エミッタンス入射システム用トンネル電源棟等）新営電気設備工事		施設整備-施設部-Bファク高度化(H24国債(24-25))-陽電子低ｴﾐｯﾀﾝｽ入射ｼｽﾃﾑ機械棟		0		0		11,747,400		(株)弘電社　（前金口）		3/22/13		一般競争契約		3/29/13		福田　幸子		小野　正明		3/14/14

				⑫補 ホ		建設仮		高エネ研基幹整備（AR特高変電設備進相コンデンサ更新）工事		施設整備-施設部-(大穂)ライフライン再生(電気)-事業費		0		0		50,925,000		（株）東芝　ソリューション営業第二部（前金口）		2/19/13		一般競争契約		3/25/13		福田　幸子		氏家　和輝		3/29/13

				⑫補 ホ		環境整備		高エネ研基幹設備（空気調和設備等更新）工事（設計変更）		施設整備-施設部-(大穂)ライフライン再生(空調)-事業費		0		0		2,493,750		三建設備工業㈱		2/28/13		随意契約		3/25/13		中島　幸一郎		鈴木　久		3/25/13

				⑫新増改築費合計（施設整備費補助金） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ シセツ セイビヒ ホジョキン												1,051,036,350

		長 チョウ		⑬営 エイ		建設仮		高エネ研ＰＦ地区埋設市水管改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		8,365,350		昭和管工事（株）		6/12/12		一般競争契約		9/25/12		中島　幸一郎		小川　一弘		9/25/12

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館等構内交換設備改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		17,535,000		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		6/20/12		一般競争契約		9/25/12		福田　幸子		塚本　智		9/14/12

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構内防災監視システム装置改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		18,480,000		㈱富士通マーケティング		8/8/12		一般競争契約		12/6/12		福田　幸子		鈴木　義弘		12/7/12

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR北東実験棟等防水改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		16,117,500		（有）梅沢塗装工業		11/7/12		一般競争契約		1/9/13		福田　幸子		小早川　荘介		12/28/12

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ井水ポンプ室防水改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		502,150		興和建業（株）		12/14/12		随意契約		1/29/13		福田　幸子		小早川　荘介		1/24/13

				⑬改修費合計（営繕事業） カイシュウヒ ゴウケイ エイゼン ジギョウ												61,000,000









平成25年度

				項目№ コウモク		形態別科目		件名		予算名称(細目レベル)		無効額		見込額		済額		債主名称		日付		契約方式		未払金伝票仕訳日		決議書担当者		決議書使用者		決議書納入期限

		P		①		移設撤去		高エネ研ＰＦ光源棟空調機械室パッケージ形空調機（PAC-2）等撤去工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		871,500		（株）楠原管工業		4/25/13		随意契約		6/4/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		5/31/13

		長 チョウ		①		移設撤去		高エネ研サブ変電所Ｓ－１９等非常用発電機撤去		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		787,500		（株）東芝　ソリューション営業第二部		9/26/13		随意契約		12/19/13		菱沼　幸子		氏家　和輝		12/25/13

		-		①		移設撤去		【本勘定振替】高エネ研（吾妻）職員宿舎806号棟風呂釜等取替工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		531,300

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研サブ変電所Ｓ－５０８変圧器取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		678,300		（有）森田電気商会		4/25/13		随意契約		5/16/13		菱沼　幸子		瀬谷　憲明		5/17/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設（ＰＦ-ＡＲ直接入射トンネル）高圧ケーブル等改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		12,600,000		（株）協和エレックス		4/16/13		一般競争契約		6/21/13		菱沼　幸子		瀬谷　憲明		6/21/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR東第2実験棟高所照明器具不具合調査その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		132,300		（有）森田電気商会		5/8/13		随意契約		5/23/13		菱沼　幸子		瀬谷　憲明		5/24/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR南実験棟屋外消火栓ボックス用配線移設その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		222,600		（株）協和エレックス		6/11/13		随意契約		7/5/13		菱沼　幸子		瀬谷　憲明		7/5/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光変電所交流無停電電源装置用冷却ファン取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		105,000		東神電池工業（株）		5/1/13		随意契約		7/26/13		菱沼　幸子		氏家　和輝		7/26/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢ地区等サブ変電所改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		452,550		（有）森田電気商会		7/29/13		随意契約		8/29/13		佐藤　正和		瀬谷　憲明		8/30/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR地区等サブ変電所改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		412,650		（有）信濃電設		7/30/13		随意契約		8/30/13		佐藤　正和		瀬谷　憲明		8/30/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研サブ変電所（Ｓ－２０５等）変圧器接地改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		210,000		成瀬電気工事(株)　茨城営業所		7/25/13		随意契約		8/20/13		菱沼　幸子		伊藤　博		8/20/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟等誘導灯他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		925,050		（有）信濃電設		9/10/13		随意契約		9/27/13		菱沼　幸子		鈴木　義弘		9/27/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟等誘導灯他改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		2,268,000		（株）須藤電気商会		2/7/14		随意契約		3/7/14		菱沼　幸子		鈴木　義弘		3/7/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR南実験棟等照明器具安定器取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		482,181		高橋興業（株）		2/20/14		随意契約		2/28/14		菱沼　幸子		氏家　和輝		2/28/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟等誘導灯取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		434,700		（有）信濃電設		3/14/14		随意契約		3/28/14		菱沼　幸子		鈴木　義弘		3/28/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂特高変電所１号変圧器主変２次計器用変圧器取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		945,000		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社		1/20/14		随意契約		3/26/14		菱沼　幸子		瀬谷　憲明		3/26/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研AR-BTトンネル内誘導灯用配線改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		53,550		（有）森田電気商会		3/12/14		随意契約		3/27/14		菱沼　幸子		瀬谷　憲明		3/27/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ地区純水管等改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		5,040,000		カンキ工業（有）		4/16/13		随意契約		6/25/13		中島　幸一郎		國府田　正彦		6/21/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光トンネル直線部１０ｔクレーン押釦スイッチ交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		122,850		コネクレーンズ（株）		4/2/13		随意契約		5/2/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		5/29/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ３機械室冷却塔（ＰＣＴ－Ｂ）補給水管漏水修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		136,500		カンキ工業（有）		5/10/13		随意契約		6/4/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		5/30/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟冷却塔（ＣＴ－７）散水ポンプ他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		466,200		（有）佐藤管理工業		4/23/13		随意契約		5/28/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		5/28/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ西実験棟空冷チリングユニットCR-1-2（No.1）膨張弁交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		184,800		日本空調サービス（株）筑波支店		5/23/13		随意契約		6/7/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		6/5/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ１機械室ＲＩ移送ポンプ（RDP-1）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		325,500		カンキ工業（有）		5/24/13		随意契約		6/12/13		中島　幸一郎		今村　誠一		6/10/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟１階冷温水管漏水修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		210,000		三機工業（株）		7/18/13		随意契約		8/19/13		佐藤　正和		髙巣　友和		8/9/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ西実験棟空冷チリングユニットCR-1-2（No.2）冷媒漏れ箇所修理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		174,300		日本空調サービス（株）筑波支店		7/17/13		随意契約		8/20/13		佐藤　正和		宮本　洋一		8/19/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲトンネル内排水ポンプ（NT-DP-3,5)取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		636,300		（有）佐藤管理工業		7/25/13		随意契約		8/30/13		佐藤　正和		今村　誠一		9/3/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲトンネル内排水ポンプ(WT-DP-3)他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		474,600		(株)テックフィールド		8/19/13		随意契約		10/1/13		佐藤　正和		今村　誠一		9/30/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギ－センタ－冷却塔(CT-3)整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		3,150,000		空研工業（株）東京支店		8/26/13		随意契約		11/1/13		佐藤　正和		今村　誠一		10/31/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟1階機械室冷水1次ポンプ(CWP-3)取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		997,500		高砂熱学工業（株）茨城営業所		8/22/13		随意契約		2/28/14		佐藤　正和		今村　誠一		2/28/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟スクラバ－装置(ＳＣ－１)散水ポンプ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		655,200		（株）朝日工業社茨城営業所		8/26/13		随意契約		11/8/13		佐藤　正和		今村　誠一		11/5/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研９ＳＭ６補助機械棟等排水ポンプ盤(WT-CP-4)制御回路取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		890,400		（株）東邦製作所		9/13/13		随意契約		10/17/13		佐藤　正和		今村　誠一		10/11/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研12SM7補助機械棟排水ポンプ盤(NT-CP-2）制御回路取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		890,400		（株）東邦製作所		7/5/13		随意契約		9/25/13		佐藤　正和		今村　誠一		9/20/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟１階機械室有圧換気扇(EF-6-2)取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		118,650		（株）前沢設備		9/10/13		随意契約		11/18/13		佐藤　正和		今村　誠一		11/15/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ２機械室冷却水Ｄ系統電動弁モ－タ－他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		924,000		（株）オーテックシステム事業部東関東支店		8/8/13		随意契約		10/17/13		佐藤　正和		今村　誠一		10/16/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ４機械室等空気調和機温水2方弁他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		936,600		（株）オーテックシステム事業部東関東支店		10/21/13		随意契約		11/18/13		佐藤　正和		今村　誠一		11/15/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士機械棟マグネット系統冷却水管バタフライ弁取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		987,000		三機工業（株）		10/11/13		随意契約		11/29/13		佐藤　正和		今村　誠一		11/22/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ４機械室空気調和機冷水2方弁他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		945,000		（株）オーテックシステム事業部東関東支店		10/21/13		随意契約		11/18/13		佐藤　正和		今村　誠一		11/22/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟空冷式冷却塔(CT-3,5)防音パネル修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		840,000		空研工業（株）東京支店		10/30/13		随意契約		12/25/13		佐藤　正和		今村　誠一		12/20/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ３機械室空気調和機冷水２方弁他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		955,500		（株）オーテックシステム事業部東関東支店		11/11/13		随意契約		12/26/13		佐藤　正和		今村　誠一		12/26/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研６ＳＭ４補助機械棟排水ポンプ盤(CP-1)改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		327,600		（株）東邦製作所		10/30/13		随意契約		1/6/14		佐藤　正和		今村　誠一		12/24/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ３機械室空気調和機温水２方弁他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		242,445		（株）オーテックシステム事業部東関東支店		11/21/13		随意契約		1/15/14		佐藤　正和		今村　誠一		1/10/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギ－センタ－等冷却塔（CT-4）排水管修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		279,300		東洋プラント工業（株）		11/26/13		随意契約		1/6/14		佐藤　正和		今村　誠一		12/25/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟真空チェンバ－系統冷却水用流量計取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		524,055		（株）オーテックシステム事業部東関東支店		11/21/13		随意契約		1/15/14		佐藤　正和		今村　誠一		1/10/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟機械室温水ポンプ(HP-4-1・5-1)取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		787,500		カンキ工業（有）		11/26/13		随意契約		3/14/14		佐藤　正和		今村　誠一		3/14/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ２機械室屋上冷水膨張タンク（ＥＸＴ－Ａ）補給水管修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		99,750		（有）佐藤管理工業		12/9/13		随意契約		12/18/13		佐藤　正和		髙巣　友和		12/20/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟機械室冷水ポンプ(CWP-3)廻り弁類取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		199,500		高砂熱学工業（株）茨城営業所		12/11/13		随意契約		2/28/14		佐藤　正和		今村　誠一		2/28/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟計算機室空調機更新工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,949,850		日本空調サービス（株）筑波支店		12/17/13		随意契約		3/13/14		佐藤　正和		鈴木　久		3/12/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン温水発生機（ＢＨ－１）用ガスメーター取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		376,320		筑波学園ガス（株）		12/16/13		随意契約		1/30/14		佐藤　正和		髙巣　友和		1/29/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ２電源棟屋上等冷水管フレキシブル継手取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		315,000		カンキ工業（有）		1/24/14		随意契約		2/13/14		佐藤　正和		今村　誠一		2/12/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MRトンネルED排水ﾎﾟﾝﾌﾟﾚﾍﾞﾙﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		129,150		高橋興業（株）		1/9/14		随意契約		2/14/14		佐藤　正和		髙巣　友和		2/14/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ２機械室等空気調和機温水２方弁他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		976,500		（株）オーテックシステム事業部東関東支店		1/17/14		随意契約		3/7/14		佐藤　正和		今村　誠一		2/28/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟１階機械室等排水ポンプ(DP-2-1,2)取替他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		701,400		（有）佐藤管理工業		1/31/14		随意契約		3/7/14		佐藤　正和		今村　誠一		3/7/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟等空気調和設備用遮断器他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		934,500		高砂熱学工業（株）茨城営業所		2/5/14		随意契約		3/20/14		佐藤　正和		鈴木　久		3/20/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟空冷式冷却塔（ＣＴ－５）用制御盤改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		787,500		志賀計装（株）		1/31/14		随意契約		3/20/14		佐藤　正和		髙巣　友和		3/20/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟地下４階実験室等排水ポンプ(DP-3,4)他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		758,100		（有）佐藤管理工業		2/3/14		随意契約		3/7/14		佐藤　正和		今村　誠一		3/14/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟１階機械室等冷水トンネル系統流量計他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,415,000		（株）オーテックシステム事業部東関東支店		2/12/14		随意契約		3/24/14		佐藤　正和		今村　誠一		3/24/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟空冷式冷却塔（ＣＴ－５）用制御盤改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		787,500		志賀計装（株）		2/7/14		随意契約		3/20/14		佐藤　正和		髙巣　友和		3/24/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ１２ＳＭ８補助機械棟等空気調和設備用遮断器他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		997,500		高砂熱学工業（株）茨城営業所		2/17/14		随意契約		3/20/14		佐藤　正和		鈴木　久		3/20/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ電源棟便所天井換気扇取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		52,500		（株）前沢設備		2/6/14		随意契約		2/28/14		佐藤　正和		今村　誠一		2/28/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・９Ｃ搬入棟天井クレーン10tホイスト等交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		9,345,000		（株）神内電機製作所		9/26/13		一般競争契約		2/20/14		佐藤　正和		鈴木　久		2/20/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟機械室温水ポンプ（HP-5-1,2）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		756,000		カンキ工業（有）		2/20/14		随意契約		3/27/14		佐藤　正和		今村　誠一		3/27/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ２機械室冷却水Ａ，Ｃ系統流量計取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,837,500		（株）オーテックシステム事業部東関東支店		2/24/14		随意契約		3/24/14		佐藤　正和		今村　誠一		3/24/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟空冷式冷却塔（ＣＴ－４）用制御盤改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		672,000		志賀計装（株）		2/14/14		随意契約		3/27/14		佐藤　正和		髙巣　友和		3/27/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ２機械室等空気調和機冷水２方弁他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		999,600		（株）オーテックシステム事業部東関東支店		12/3/13		随意契約		3/7/14		佐藤　正和		今村　誠一		3/4/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波第１コンプレッサー棟冷却塔補給水管他漏水修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		262,500		空調システムサービス（株）		2/27/14		随意契約		3/20/14		佐藤　正和		小川　一弘		3/20/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂第1コンプレッサ－棟等屋外量水器取替他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		175,350		カンキ工業（有）		3/11/14		随意契約		3/27/14		佐藤　正和		今村　誠一		3/27/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟排水ﾎﾟﾝﾌﾟﾚﾍﾞﾙﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		189,000		高橋興業（株）		3/13/14		随意契約		3/28/14		佐藤　正和		髙巣　友和		3/28/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟第１・２マシン室室外機ファンモーター等交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,932,000		日本空調サービス（株）筑波支店		1/30/14		随意契約		3/14/14		佐藤　正和		宮本　洋一		3/14/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟機械室動力盤(CP-2-6)改修		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		928,200		（株）東邦製作所		12/10/13		随意契約		3/24/14		佐藤　正和		今村　誠一		3/24/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研2号館1階西側外部自動ドアセンサー交換工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		38,850		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		5/8/13		随意契約		5/17/13		菱沼　幸子		赤池　健		5/17/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟屋上ハト小屋ガラリ部アルミパネル設置工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		157,500		（株）近藤工務店		4/12/13		随意契約		5/30/13		菱沼　幸子		赤池　健		5/27/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟等外壁補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		267,500		0		0		興和建業（株）		5/1/13		随意契約		6/21/13		菱沼　幸子		山口　英孝		6/17/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟等外壁補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		267,500		興和建業（株）		5/1/13		随意契約		6/21/13		菱沼　幸子		山口　英孝		6/17/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター風除室東側外部自動ドアセンサー交換工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		48,300		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		6/20/13		随意契約		7/8/13		菱沼　幸子		赤池　健		7/8/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ERL開発棟周辺管理区域等ゲート扉ドアクローザー交換工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		71,400		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		6/24/13		随意契約		7/25/13		菱沼　幸子		赤池　健		7/26/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D2電源棟屋上ドレン改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		346,500		興和建業（株）		8/26/13		随意契約		9/26/13		菱沼　幸子		赤池　健		9/20/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟2階屋上扉戸当り取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		21,000		（株）近藤工務店		8/19/13		随意契約		9/17/13		菱沼　幸子		赤池　健		9/10/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器コントロール棟正面玄関硝子交換工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		115,500		ツクバメンテナンス（株）		10/28/13		随意契約		11/20/13		菱沼　幸子		髙橋　誠		11/20/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟機構長室等クローゼット補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		42,000		(株)羽原工務店		11/25/13		随意契約		12/4/13		菱沼　幸子		山口　英孝		12/2/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・6SM3補助機械棟屋上防水改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		116,300		0		0		太陽テクニカル（有）		12/16/13		随意契約		3/3/14		菱沼　幸子		赤池　健		2/28/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・6SM3補助機械棟屋上防水改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		116,300		太陽テクニカル（有）		12/16/13		随意契約		3/3/14		菱沼　幸子		赤池　健		2/28/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟屋上ガラリ廻りシーリング打替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		21,000		（株）近藤工務店		11/26/13		随意契約		12/19/13		菱沼　幸子		山口　英孝		12/13/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟役員室屋上防水改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		945,000		水戸屋建設(株)		11/7/13		随意契約		12/20/13		菱沼　幸子		赤池　健		12/18/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研加速器南実験棟玄関扉ケース錠交換工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		17,430		つくばキーセンター　沢辺良太		1/22/14		随意契約		2/13/14		菱沼　幸子		山口　英孝		2/6/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR南実験棟等防水補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		840,000		水戸屋建設(株)		12/11/13		随意契約		2/13/14		菱沼　幸子		赤池　健		2/10/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟等建具補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		945,000		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		11/15/13		随意契約		3/4/14		菱沼　幸子		赤池　健		3/3/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟北側駐輪場塗装改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		420,000		（株）神山		1/23/14		随意契約		3/5/14		菱沼　幸子		髙橋　誠		3/4/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第2低温棟等建具補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		336,000		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		1/22/14		随意契約		3/11/14		菱沼　幸子		赤池　健		3/10/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ６電源棟南側ハンドホール補修等工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		97,650		(株)カタオカエンジニアリング		1/28/14		随意契約		3/7/14		菱沼　幸子		山口　英孝		3/7/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟理事室天井ビニルクロス貼替え工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		241,500		(株)カタオカエンジニアリング		1/20/14		随意契約		3/11/14		菱沼　幸子		山口　英孝		3/10/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研4号館等建具補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		473,550		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		12/12/13		随意契約		3/11/14		菱沼　幸子		赤池　健		3/10/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF実験準備棟等外壁補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		945,000		美野里塗防工業（株）		12/11/13		随意契約		3/24/14		菱沼　幸子		赤池　健		3/19/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研化学実験棟等外壁補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		609,000		美野里塗防工業（株）		2/5/14		随意契約		3/24/14		菱沼　幸子		赤池　健		3/19/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟1階便所サイン工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		110,250		(株)カタオカエンジニアリング		3/5/14		随意契約		3/26/14		菱沼　幸子		髙橋　誠		3/26/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟防火シャッター開閉器交換工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		966,000		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		12/12/13		随意契約		3/25/14		菱沼　幸子		赤池　健		3/25/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟等非常用照明器具他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		656,250		（株）須藤電気商会		4/24/13		随意契約		5/24/13		菱沼　幸子		鈴木　義弘		5/24/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・１２Ｃ搬入棟昇降機地階外扉他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		997,500		日本エレベーター製造（株）		4/19/13		随意契約		8/1/13		菱沼　幸子		鈴木　義弘		7/19/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・６Ｃ搬入棟昇降機停電管制バッテリー充電器他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		765,450		日本エレベーター製造（株）		5/20/13		随意契約		6/21/13		菱沼　幸子		鈴木　義弘		6/21/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館等構内電話回線移設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		218,925		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		6/11/13		随意契約		6/21/13		菱沼　幸子		塚本　智		6/21/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導リニアック試験施設棟地下１階トンネル構内PHS基地局改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		126,000		常伸電通システム（株）		7/25/13		随意契約		8/26/13		佐藤　正和		塚本　智		8/23/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館等昇降機ベース基盤他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		786,450		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		8/20/13		随意契約		12/20/13		菱沼　幸子		鈴木　義弘		12/20/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館２４４室等照明配線改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		142,800		メイデン（株）		9/6/13		随意契約		9/27/13		菱沼　幸子		鈴木　義弘		9/27/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟等拡声装置用蓄電池取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		406,350		サン電気通信		8/30/13		随意契約		9/20/13		菱沼　幸子		鈴木　義弘		9/20/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟財務部事務室等構内電話回線移設他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		30,135		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		9/5/13		随意契約		9/19/13		菱沼　幸子		塚本　智		9/27/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギーセンター１階発電機室耐火構造壁取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		420,000		(株)羽原工務店		10/28/13		随意契約		12/2/13		菱沼　幸子		氏家　和輝		12/4/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＥＲＬ開発棟等放送設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		257,250		サン電気通信		11/7/13		随意契約		11/15/13		菱沼　幸子		鈴木　義弘		11/22/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟誘導灯他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		897,750		（有）信濃電設		10/11/13		随意契約		11/15/13		菱沼　幸子		鈴木　義弘		11/15/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟総務部情報基盤管理室等構内電話回線移設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		60,480		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		11/27/13		随意契約		12/18/13		菱沼　幸子		塚本　智		12/26/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＥＲＬ開発棟放送設備チャイムユニット取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		107,100		サン電気通信		2/12/14		随意契約		2/28/14		菱沼　幸子		鈴木　義弘		2/28/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研出入管理システム改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		1,459,500		中央電子(株)MEDEX事業部		3/7/14		随意契約		3/28/14		菱沼　幸子		鈴木　義弘		3/28/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構内電気設備不良箇所改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		718,200		（株）須藤電気商会		2/26/14		随意契約		3/20/14		菱沼　幸子		氏家　和輝		3/20/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研開発共用棟等非常用照明器具他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		697,515		（株）須藤電気商会		2/24/14		随意契約		3/28/14		菱沼　幸子		鈴木　義弘		3/28/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員会館レストラン給水管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		130,200		（株）楠原管工業		4/22/13		随意契約		6/4/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		5/27/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２低温棟屋外消火栓（ＰＳ－８）他パッキン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		84,000		（株）楠原管工業		4/24/13		随意契約		6/4/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		5/29/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟男子便所手洗い器排水管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		24,150		（株）高野水道工業		5/27/13		随意契約		6/5/13		中島　幸一郎		今村　誠一		6/10/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟北側屋外消火栓(FJ-3)パッキン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		35,700		（株）前沢設備		6/20/13		随意契約		7/19/13		菱沼　幸子		今村　誠一		7/16/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館２階ビルマルチエアコン（ACP-2W）室内機熱交換器他交換		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		829,500		日本空調サービス（株）筑波支店		7/2/13		随意契約		8/20/13		佐藤　正和		宮本　洋一		8/9/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３Ｍ機械棟等スリーブ取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		987,000		松本建設㈱		7/18/13		随意契約		8/1/13		佐藤　正和		髙巣　友和		7/31/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館2階ビルマルチエアコン（ＡＣＰ－２Ｗ）圧縮機他交換		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		340,200		日本空調サービス（株）筑波支店		7/18/13		随意契約		8/20/13		佐藤　正和		宮本　洋一		8/9/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館（図書室）2階空調用排水管修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		157,500		日本空調サービス（株）筑波支店		7/24/13		随意契約		8/20/13		佐藤　正和		鈴木　久		8/9/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟１５４室エアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		333,900		（株）高野水道工業		7/16/13		随意契約		8/2/13		佐藤　正和		宮本　洋一		8/21/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟南側等屋外消火栓(PS-7･PF-6)パッキン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		45,150		（株）前沢設備		8/22/13		随意契約		10/2/13		佐藤　正和		今村　誠一		9/27/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟東側等屋外消火栓(PF-2・5・24)パッキン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		54,600		（株）前沢設備		9/10/13		随意契約		10/17/13		佐藤　正和		今村　誠一		10/15/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館史料室エアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		336,000		山田空調設備（株）		9/4/13		随意契約		10/11/13		佐藤　正和		宮本　洋一		10/11/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１１電源棟東側屋外他屋外消火管漏水修理その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		378,000		カンキ工業（有）		9/26/13		随意契約		10/22/13		佐藤　正和		今村　誠一		10/18/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ･１２Ｃ搬入棟北側屋外消火管漏水修理他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		132,300		カンキ工業（有）		10/18/13		随意契約		11/8/13		佐藤　正和		今村　誠一		11/5/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センタ－喫茶室通気弁取設他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		245,700		東洋プラント工業（株）		11/20/13		随意契約		1/6/14		佐藤　正和		今村　誠一		12/25/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟車庫（運転手控室）エアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		357,000		カンキ工業（有）		11/21/13		随意契約		12/5/13		佐藤　正和		宮本　洋一		12/4/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研偏極陽子機械棟屋外北側市水防振継手取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		115,500		（有）佐藤管理工業		12/11/13		随意契約		12/18/13		佐藤　正和		今村　誠一		12/18/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟車庫湯沸器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		69,300		東洋プラント工業（株）		12/13/13		随意契約		1/17/14		佐藤　正和		今村　誠一		1/17/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟特別会議室パッケージ形空調機更新工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		2,310,000		山田空調設備（株）		12/24/13		随意契約		3/27/14		佐藤　正和		宮本　洋一		3/25/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射線管理棟（２Ｆ系統）パッケージ形空調機ＡＣＰ－２圧縮機他交換		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		982,800		日本空調サービス（株）筑波支店		1/8/14		随意契約		1/30/14		佐藤　正和		鈴木　久		1/30/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館等市水受水槽量水器取替他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		546,000		カンキ工業（有）		1/10/14		随意契約		2/3/14		佐藤　正和		今村　誠一		1/31/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟財務部給湯室水栓漏水修理その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		205,800		高橋興業（株）		1/9/14		随意契約		2/21/14		佐藤　正和		髙巣　友和		2/21/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研化学実験棟213室エアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		323,400		山田空調設備（株）		1/20/14		随意契約		2/6/14		佐藤　正和		鈴木　久		2/5/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟車庫給水管改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		516,600		東洋プラント工業（株）		2/4/14		随意契約		2/21/14		佐藤　正和		今村　誠一		2/21/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ加速器準備棟１０３室エアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		945,000		日本空調サービス（株）筑波支店		2/4/14		随意契約		3/27/14		佐藤　正和		宮本　洋一		3/25/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟１２２室エアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		504,000		カンキ工業（有）		2/21/14		随意契約		3/27/14		佐藤　正和		宮本　洋一		3/28/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ加速器準備棟１０５室エアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		835,800		日本空調サービス（株）筑波支店		2/17/14		随意契約		3/27/14		佐藤　正和		宮本　洋一		3/25/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館２階男子便所大便器洗浄便座取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		42,210		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　茨城営業所		2/24/14		随意契約		3/7/14		佐藤　正和		髙巣　友和		3/7/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館７階男子トイレ大便器洗浄水漏水修理その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		100,800		高橋興業（株）		3/13/14		随意契約		3/27/14		佐藤　正和		髙巣　友和		3/26/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）1号館屋上排風機室鋼製建具その他補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		194,250		東康建設工業（株）		11/21/13		随意契約		1/10/14		菱沼　幸子		木村　光太		1/8/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海１号館ドライエリア排水改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		777,000		東康建設工業（株）		2/24/14		随意契約		3/14/14		菱沼　幸子		松本　利男		3/7/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海１号館ドライエリア排水改修工事（その２）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		798,000		東康建設工業（株）		3/13/14		随意契約		3/28/14		菱沼　幸子		松本　利男		3/24/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１搬入棟等電気錠補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		184,800		東康建設工業（株）		2/18/14		随意契約		3/28/14		菱沼　幸子		松本　利男		3/27/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館エレベーターマルチビームドアセンサー取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		294,000		（株）日立ビルシステム東関東支社		7/17/13		随意契約		10/29/13		佐藤　正和		千田　謙太郎		10/25/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館出入管理設備オンライン用配線取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		207,900		金沢産業（株）		3/10/14		随意契約		3/27/14		菱沼　幸子		千田　謙太郎		3/27/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)１号館多目的便所屋外汚水管修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		147,000		㈱タケムラ		4/25/13		随意契約		5/27/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		5/17/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館機材収納庫北側排水移送管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		328,650		㈱タケムラ		2/26/14		随意契約		3/17/14		佐藤　正和		礒﨑　操		3/14/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研2号館403・404室間仕切取設工事		運交金-施設部-研究支援戦略推進部準備(裁量)-工事経費		0		0		567,000		(株)カタオカエンジニアリング		2/24/14		随意契約		3/5/14		菱沼　幸子		髙橋　誠		3/5/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館４０３号室自動火災報知設備感知器等取設工事		運交金-施設部-研究支援戦略推進部準備(裁量)-工事経費		0		0		136,500		能美防災(株) 茨城支社		2/13/14		随意契約		3/20/14		菱沼　幸子		鈴木　義弘		3/20/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-303宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		625,800		赤塚工業（株）		4/3/13		随意契約		4/15/13		菱沼　幸子		坂上　慶一		4/15/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717-1宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		74,550		（有）三田建設工業		4/19/13		随意契約		4/22/13		菱沼　幸子		坂上　慶一		4/22/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-208宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		20,475		（有）三田建設工業		4/30/13		随意契約		5/9/13		菱沼　幸子		坂上　慶一		5/8/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-102宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		5,250		（有）三田建設工業		5/7/13		随意契約		5/9/13		菱沼　幸子		坂上　慶一		5/8/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806号棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		39,060		サンコー（株）		4/30/13		随意契約		5/1/13		菱沼　幸子		坂上　慶一		4/30/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎807-502給湯器・浴槽交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		420,000		筑波学園ガス（株）		5/16/13		随意契約		5/24/13		菱沼　幸子		坂上　慶一		5/24/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-409宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		327,600		（有）三田建設工業		5/13/13		随意契約		5/24/13		菱沼　幸子		坂上　慶一		5/24/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎806-501給湯器・浴槽交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		420,000		筑波学園ガス（株）		5/22/13		随意契約		6/3/13		菱沼　幸子		坂上　慶一		5/29/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-303宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		4,200		（有）三田建設工業		6/3/13		随意契約		6/14/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		6/14/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-210宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		32,025		（有）三田建設工業		5/30/13		随意契約		6/12/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		6/10/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目720-1宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		678,667		（有）三田建設工業		5/7/13		随意契約		6/17/13		菱沼　幸子		坂上　慶一		6/17/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-703宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		41,475		（有）三田建設工業		6/3/13		随意契約		6/17/13		菱沼　幸子		坂上　慶一		6/17/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎805-409風呂釜ﾁｬﾝﾊﾞｰﾄｯﾌﾟ取替工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		30,943		筑波学園ガス（株）		5/31/13		随意契約		6/13/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		6/13/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-102宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		10,815		（有）三田建設工業		5/13/13		随意契約		6/12/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		6/12/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-302宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		46,515		（有）三田建設工業		6/14/13		随意契約		7/9/13		菱沼　幸子		坂上　慶一		7/9/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-404宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		289,800		（有）三田建設工業		5/7/13		随意契約		7/5/13		菱沼　幸子		坂上　慶一		7/5/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-308宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		15,225		（有）三田建設工業		6/26/13		随意契約		7/4/13		菱沼　幸子		坂上　慶一		7/4/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-102宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		27,300		（有）三田建設工業		6/11/13		随意契約		7/3/13		菱沼　幸子		坂上　慶一		7/3/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎805-404給湯器・浴槽交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		420,000		筑波学園ガス（株）		5/2/13		随意契約		7/5/13		菱沼　幸子		坂上　慶一		7/5/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-403宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		15,225		（有）三田建設工業		7/18/13		随意契約		7/19/13		佐藤　正和		齋木　武		7/19/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-404浴室内ガス配管引き直し		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		38,325		筑波学園ガス（株）		7/3/13		随意契約		7/3/13		佐藤　正和		齋木　武		7/3/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目721-1宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		694,470		（有）三田建設工業		6/18/13		随意契約		7/29/13		菱沼　幸子		坂上　慶一		7/29/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-508宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		10,500		（有）三田建設工業		7/22/13		随意契約		7/23/13		佐藤　正和		齋木　武		7/23/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎806号棟浴室改修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		2,184,000		（株）神山		8/29/13		一般競争契約		12/5/13		菱沼　幸子		坂上　慶一		1/17/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806棟浴室給水管補修		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		997,500		（有）三田建設工業		6/17/13		随意契約		8/26/13		菱沼　幸子		坂上　慶一		8/26/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-710宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		25,830		（有）三田建設工業		8/1/13		随意契約		8/21/13		菱沼　幸子		齋木　武		8/20/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-602宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		78,120		（有）三田建設工業		8/20/13		随意契約		9/17/13		菱沼　幸子		齋木　武		9/13/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-404宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		13,650		（有）三田建設工業		9/10/13		随意契約		9/10/13		菱沼　幸子		齋木　武		9/10/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-303宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		10,500		（有）三田建設工業		8/29/13		随意契約		9/2/13		菱沼　幸子		齋木　武		9/2/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-507宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		72,450		（有）三田建設工業		8/8/13		随意契約		9/19/13		菱沼　幸子		齋木　武		9/19/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-303宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		15,225		（有）三田建設工業		9/4/13		随意契約		9/20/13		佐藤　正和		齋木　武		9/20/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-708宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		63,000		（有）三田建設工業		8/7/13		随意契約		9/24/13		佐藤　正和		齋木　武		9/24/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-502宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		6,300		（有）三田建設工業		9/6/13		随意契約		9/20/13		佐藤　正和		齋木　武		9/20/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-715宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		14,385		（有）三田建設工業		8/7/13		随意契約		9/19/13		佐藤　正和		齋木　武		9/19/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811-108宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		30,240		サンコー（株）		10/8/13		随意契約		10/10/13		佐藤　正和		齋木　武		10/10/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-212宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		87,150		赤塚工業（株）		9/2/13		随意契約		10/3/13		佐藤　正和		齋木　武		10/7/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-208宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		81,900		赤塚工業（株）		9/2/13		随意契約		10/3/13		佐藤　正和		齋木　武		10/7/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目宿舎201棟修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		21,840		（有）三田建設工業		10/18/13		随意契約		10/21/13		佐藤　正和		齋木　武		10/21/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目702-202宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		121,800		筑波学園ガス（株）		10/7/13		随意契約		10/25/13		佐藤　正和		齋木　武		10/25/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-708宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		4,200		（有）三田建設工業		10/7/13		随意契約		10/10/13		菱沼　幸子		齋木　武		10/10/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-105風呂釜移設工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		34,020		筑波学園ガス（株）		10/1/13		随意契約		10/18/13		菱沼　幸子		齋木　武		10/18/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目719-101宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		182,700		赤塚工業（株）		10/29/13		随意契約		11/5/13		佐藤　正和		齋木　武		11/2/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-511宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		102,060		赤塚工業（株）		10/29/13		随意契約		11/1/13		佐藤　正和		齋木　武		11/1/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-508宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		65,625		（有）三田建設工業		9/17/13		随意契約		11/7/13		佐藤　正和		齋木　武		11/6/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目宿舎201棟外壁補修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		553,350		（株）塚本建装		10/7/13		随意契約		11/18/13		佐藤　正和		齋木　武		11/29/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-204宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		457,800		（有）三田建設工業		10/30/13		随意契約		11/8/13		菱沼　幸子		齋木　武		11/8/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-212宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		13,440		（有）三田建設工業		10/23/13		随意契約		11/14/13		菱沼　幸子		齋木　武		11/13/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-208宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		76,230		赤塚工業（株）		11/8/13		随意契約		11/15/13		佐藤　正和		齋木　武		11/15/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-203宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		510,615		（有）三田建設工業		8/8/13		随意契約		11/11/13		菱沼　幸子		齋木　武		11/11/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目807-501宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		27,720		（有）三田建設工業		10/28/13		随意契約		11/21/13		佐藤　正和		齋木　武		11/21/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-506宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		279,300		（有）三田建設工業		8/8/13		随意契約		11/29/13		佐藤　正和		齋木　武		11/29/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-810宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		78,750		（有）三田建設工業		11/7/13		随意契約		11/29/13		佐藤　正和		齋木　武		11/29/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-205宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		169,680		赤塚工業（株）		11/29/13		随意契約		12/13/13		佐藤　正和		齋木　武		12/13/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-708宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		96,600		（有）三田建設工業		11/6/13		随意契約		12/13/13		佐藤　正和		齋木　武		12/13/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1003宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		87,150		（有）三田建設工業		11/13/13		随意契約		12/19/13		菱沼　幸子		齋木　武		12/18/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-508宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		86,625		（有）三田建設工業		11/6/13		随意契約		12/6/13		佐藤　正和		齋木　武		12/6/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目宿舎703-201給湯器交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		121,800		筑波学園ガス（株）		11/20/13		随意契約		12/10/13		菱沼　幸子		齋木　武		12/9/13

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-113宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		77,280		赤塚工業（株）		12/24/13		随意契約		1/27/14		佐藤　正和		齋木　武		1/27/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-315宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		72,450		赤塚工業（株）		12/24/13		随意契約		1/30/14		佐藤　正和		齋木　武		1/29/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1007宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		178,500		（有）三田建設工業		1/14/14		随意契約		1/30/14		佐藤　正和		齋木　武		1/29/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1203宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		33,600		（有）三田建設工業		1/17/14		随意契約		1/28/14		佐藤　正和		齋木　武		1/28/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-509風呂釜修理		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		19,603		筑波学園ガス（株）		12/20/13		随意契約		1/6/14		菱沼　幸子		齋木　武		1/6/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-306宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		247,800		赤塚工業（株）		12/19/13		随意契約		1/23/14		菱沼　幸子		齋木　武		1/23/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-102宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		93,450		（有）三田建設工業		11/26/13		随意契約		1/14/14		菱沼　幸子		齋木　武		1/10/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-706宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		157,290		赤塚工業（株）		12/24/13		随意契約		1/24/14		菱沼　幸子		齋木　武		1/24/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-603宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		22,470		（有）三田建設工業		12/9/13		随意契約		1/17/14		菱沼　幸子		齋木　武		1/17/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		【本勘定振替】高エネ研（吾妻）職員宿舎806号棟風呂釜等取替工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		338,100				1/17/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-317宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		144,900		（有）三田建設工業		12/11/13		随意契約		2/7/14		菱沼　幸子		齋木　武		2/7/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-406宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		299,250		（有）三田建設工業		1/17/14		随意契約		2/27/14		菱沼　幸子		齋木　武		2/27/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1208宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		135,135		（有）三田建設工業		1/27/14		随意契約		2/7/14		菱沼　幸子		齋木　武		2/7/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-706宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		25,830		（有）三田建設工業		2/3/14		随意契約		2/17/14		菱沼　幸子		齋木　武		2/17/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-111宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		153,825		（有）三田建設工業		12/11/13		随意契約		2/25/14		菱沼　幸子		齋木　武		2/25/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-604宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		70,350		赤塚工業（株）		2/14/14		随意契約		2/18/14		佐藤　正和		齋木　武		2/18/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-306宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		14,910		赤塚工業（株）		2/17/14		随意契約		2/20/14		佐藤　正和		齋木　武		2/19/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎805号棟PH屋根防水補修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		966,000		水戸屋建設(株)		2/14/14		随意契約		3/17/14		菱沼　幸子		齋木　武		3/17/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-412宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		60,270		（有）三田建設工業		2/6/14		随意契約		3/28/14		佐藤　正和		齋木　武		3/28/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目住宅811棟排水管改修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		399,000		高橋興業（株）		2/27/14		随意契約		3/31/14		佐藤　正和		齋木　武		3/31/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-510宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		71,820		（有）三田建設工業		2/3/14		随意契約		3/17/14		佐藤　正和		齋木　武		3/17/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-704宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		289,380		（有）三田建設工業		1/27/14		随意契約		3/7/14		佐藤　正和		齋木　武		3/7/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-310宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		176,925		（有）三田建設工業		12/11/13		随意契約		3/3/14		佐藤　正和		齋木　武		3/3/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-306宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		109,200		（有）三田建設工業		12/11/13		随意契約		3/3/14		佐藤　正和		齋木　武		3/3/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-303宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		76,650		（有）三田建設工業		12/11/13		随意契約		3/3/14		佐藤　正和		齋木　武		3/3/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-107宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		68,250		（有）三田建設工業		12/11/13		随意契約		3/3/14		佐藤　正和		齋木　武		3/3/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-106宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		104,475		（有）三田建設工業		12/11/13		随意契約		3/3/14		佐藤　正和		齋木　武		3/3/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1004宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		75,810		（有）三田建設工業		1/27/14		随意契約		3/7/14		佐藤　正和		齋木　武		3/7/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-108宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		405,195		（有）三田建設工業		12/5/13		随意契約		3/20/14		佐藤　正和		齋木　武		3/20/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-505宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		319,200		（有）三田建設工業		11/7/13		随意契約		3/20/14		佐藤　正和		齋木　武		3/20/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-212宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		79,695		（有）三田建設工業		2/10/14		随意契約		3/18/14		佐藤　正和		齋木　武		3/18/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目701-201給湯器交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		121,800		筑波学園ガス（株）		2/13/14		随意契約		3/4/14		佐藤　正和		齋木　武		3/4/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-801宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		33,075		（有）三田建設工業		3/6/14		随意契約		3/20/14		佐藤　正和		齋木　武		3/19/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-203宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		81,270		（有）三田建設工業		3/27/14		随意契約		3/28/14		佐藤　正和		齋木　武		3/28/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-103宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		371,175		（有）三田建設工業		3/5/14		随意契約		3/20/14		佐藤　正和		齋木　武		3/19/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-715宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		10,500		（有）三田建設工業		3/10/14		随意契約		3/24/14		佐藤　正和		齋木　武		3/24/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-103宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		467,775		（有）三田建設工業		3/11/14		随意契約		3/18/14		佐藤　正和		齋木　武		3/18/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-808宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		33,075		（有）三田建設工業		3/6/14		随意契約		3/20/14		佐藤　正和		齋木　武		3/19/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-609宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		95,760		赤塚工業（株）		3/10/14		随意契約		3/20/14		佐藤　正和		齋木　武		3/20/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1005宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		181,650		赤塚工業（株）		2/14/14		随意契約		3/14/14		佐藤　正和		齋木　武		3/14/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-611宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		15,750		(有)黒澤襖店		2/17/14		随意契約		3/3/14		佐藤　正和		齋木　武		3/3/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-106宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		357,840		(有)黒澤襖店		2/17/14		随意契約		3/3/14		佐藤　正和		齋木　武		3/3/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・６Ｃ搬入棟女子トイレ取設電気設備工事		運交金-機構共通-KEKB女子トイレ経費(裁量)-工事経費		0		0		401,100		（株）須藤電気商会		7/17/13		随意契約		9/6/13		佐藤　正和		小林　利弘		9/6/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・６Ｃ搬入棟女子トイレ取設その他工事		運交金-機構共通-KEKB女子トイレ経費(裁量)-工事経費		0		0		425,250		古谷建設（株）		7/26/13		随意契約		9/6/13		佐藤　正和		小林　利弘		9/4/13

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ件MR・3C搬入棟等男子トイレ洗浄便座取設工事		運交金-機構共通-KEKB女子トイレ経費(裁量)-工事経費		0		0		207,900		（株）楠原管工業		12/11/13		随意契約		3/7/14		佐藤　正和		小林　利弘		2/28/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・12C搬入棟等女子トイレ取設他電気設備工事		運交金-機構共通-KEKB女子トイレ経費(裁量)-工事経費		0		0		434,700		（株）須藤電気商会		1/7/14		随意契約		2/28/14		菱沼　幸子		小林　利弘		2/28/14

		長 チョウ		①		建物		高エネ研ＭＲ・６Ｃ搬入棟女子トイレ取設その他工事		運交金-機構共通-KEKB女子トイレ経費(裁量)-工事経費		0		0		992,250		古谷建設（株）		7/26/13		随意契約		9/6/13		佐藤　正和		小林　利弘		9/4/13

		長 チョウ		①		建設仮		高エネ研MR・12C搬入棟女子トイレ取設その他工事		運交金-機構共通-KEKB女子トイレ経費(裁量)-工事経費		0		0		1,533,000		(株)カタオカエンジニアリング		12/24/13		随意契約		3/4/14		佐藤　正和		小林　利弘		2/28/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟出入口ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ交換工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		31,500		ツクバメンテナンス（株）		4/25/13		随意契約		5/20/13		菱沼　幸子		府川　薫		5/17/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟電動シャッターバッテリー交換工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		80,850		三和シャッター工業（株）水戸営業所		7/12/13		随意契約		8/9/13		菱沼　幸子		木村　光太		8/2/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験準備棟外壁クラック補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		94,500		東康建設工業（株）		9/6/13		随意契約		10/1/13		菱沼　幸子		木村　光太		9/27/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第２機械棟等遮蔽扉補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		840,000		第一鉄工(株)		9/13/13		随意契約		1/10/14		菱沼　幸子		松本　利男		1/7/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン搬入棟汚染検査室建具補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		399,000		東康建設工業（株）		10/2/13		随意契約		3/14/14		菱沼　幸子		松本　利男		3/3/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟等エレベーターバッテリー他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		945,000		東芝エレベータ（株）東関東支社		1/8/14		随意契約		3/27/14		菱沼　幸子		山﨑　勝義		3/28/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン入出管理棟等仮設配線取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		561,750		西山電気（株）		2/17/14		随意契約		3/27/14		菱沼　幸子		千田　謙太郎		3/25/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR・M3冷却塔（CT-M3-1)補給水管漏水修理工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		210,000		(有)大内製作所		7/2/13		随意契約		8/28/13		佐藤　正和		礒﨑　操		8/23/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第１設備棟有圧換気扇（FE-NM1-1～4）用シャッター取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		288,750		(有)大内製作所		7/2/13		随意契約		7/23/13		佐藤　正和		礒﨑　操		7/26/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第3設備棟純水ポンプ（ＰＣＤ-ＮＭ３-３-1）整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		1,260,000		（株）増田鉄工場東京支店		8/26/13		随意契約		11/27/13		佐藤　正和		礒﨑　操		11/22/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)ﾀｰｹﾞｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ棟純水ﾎﾟﾝﾌﾟ(PCD-TS-3-2）電動機取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		789,600		東洋プラント工業（株）		9/13/13		随意契約		12/20/13		佐藤　正和		礒﨑　操		12/20/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		溶存酸素検出器		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		509,250		三浦工業（株）水戸営業所		7/5/13		随意契約		9/13/13		佐藤　正和		礒﨑　操		9/30/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第2機械棟冷却水ヘッダー(還）バタ弁取替え工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		315,000		(有)大内製作所		5/15/13		随意契約		9/27/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/20/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第1機械棟純水ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾄﾚｰﾅ点検台取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		714,000		第一鉄工(株)		9/6/13		随意契約		12/20/13		佐藤　正和		礒﨑　操		12/20/13

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海)ﾊﾄﾞﾛﾝ実験ﾎｰﾙ西側上水・工水ﾊﾞﾙﾌﾞ取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		164,850		（株）シミズ空調サービス		1/17/14		随意契約		2/27/14		佐藤　正和		礒﨑　操		2/21/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR・Ｍ2純水補給管流量計取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		997,500		日本電技（株）つくば支店		1/30/14		随意契約		3/25/14		佐藤　正和		礒﨑　操		3/20/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海）ハドロン第１機械棟コイルユニット冷水コイル取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		2,415,000		オーク設備工業（株）		2/7/14		随意契約		3/17/14		佐藤　正和		丸山　雅史		3/14/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR・M1純水製造装置（PWU－M1-1）運転制御改造工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		483,000		三浦工業（株）水戸営業所		10/30/13		随意契約		3/11/14		佐藤　正和		礒﨑　操		3/14/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ・Ｍ３空冷チラー（ＲＲ－Ｍ３－１－３）熱交換器他取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		2,457,000		日本空調サービス（株）筑波支店		2/7/14		随意契約		3/25/14		佐藤　正和		丸山　雅史		3/20/14

		P		①		環境整備		高エネ研ＰＦ光源棟空調機械室パッケージ形空調機（PAC-2）等撤去工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		126,000		（株）楠原管工業		4/25/13		随意契約		6/4/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		5/31/13

		-		①		備品費		【本勘定振替】高エネ研（吾妻）職員宿舎806号棟風呂釜等取替工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		9,655,800				1/17/14

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研管理棟財務部事務室等構内電話回線移設他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		50,085		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		9/5/13		随意契約		9/19/13		菱沼　幸子		塚本　智		9/27/13

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研管理棟1階計算機室フリーアクセスフロア内コンセント改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		14,910		メイデン（株）		1/31/14		随意契約		3/7/14		菱沼　幸子		鈴木　義弘		3/7/14

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南棟屋外消火栓他復旧工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		840,000		カンキ工業（有）		1/22/14		随意契約		3/28/14		佐藤　正和		小川　一弘		3/28/14

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研（東海）１号館出入管理設備オンライン設定		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		84,000		中央電子(株)MEDEX事業部		3/12/14		随意契約		3/26/14		菱沼　幸子		千田　謙太郎		3/26/14

		-		①		他委託		高エネ研吾妻職員宿舎８０５号棟エレベーター乗場副操作盤移設		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		474,075		三菱電機ビルテクノサービス（株）東関東支社		3/3/14		随意契約		3/31/14		佐藤　正和		齋木　武		3/31/14

		P		①		他委託		高エネ研(東海)構内固定電話設定他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		97,650		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）		8/8/13		随意契約		9/10/13		佐藤　正和		塚本　智		9/13/13

		P		①		他委託		高エネ研（東海）構内PHS設定他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		201,600		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）		1/31/14		随意契約		3/13/14		菱沼　幸子		佐藤　健吾		3/14/14

		P		①		他委託		高エネ研(東海）MLF－BL実験施設屋外消火栓ホース格納箱復旧工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		997,500		高砂熱学工業（株）茨城営業所		8/19/13		随意契約		8/28/13		佐藤　正和		礒﨑　操		8/30/13

		P		①		研究装置修繕費		高エネ研北カウンターホール天井クレーン（30/15ｔ）運転制御用シーケンサ交換他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		5,597,550		住友重機械搬送システム(株）		6/10/13		一般競争契約		10/25/13		中島　幸一郎		鈴木　久		10/25/13

				①修繕費合計 シュウゼンヒ ゴウケイ												159,260,674

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研構造生物実験準備棟実験室４パッケージ形空調機ACP-11他整備		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		243,600		日本空調サービス（株）筑波支店		6/22/12		随意契約		8/1/12		中島　幸一郎		伊藤　健二		7/20/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂第1コンプレッサー棟冷却塔清掃		運交金-加七-卓上シンクロトロン経費(一般)-物件費		0		0		23,100		高橋興業（株）		8/27/12		随意契約		9/14/12		中島　幸一郎		生出　勝宣		9/14/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＳ第１補助電源棟パッケージ形空調機整備		運交金-加三・四-B運転(B設備)-KEKB共通		0		0		271,950		日本空調サービス（株）筑波支店		5/24/12		随意契約		6/12/12		中島　幸一郎		徳田　登		6/8/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光地区外灯分電盤MCCBトリップ調査その他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		412,650		高橋興業（株）		6/7/12		随意契約		6/29/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		6/29/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研サブ変電所等点検整備		運交金-施設部-運転-電気		0		0		46,620,000		（財）関東電気保安協会茨城事業本部		7/6/12		一般競争契約		11/6/12		福田　幸子		氏家　和輝		11/2/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備（中央変電所等）点検整備		運交金-施設部-運転-電気		0		0		35,175,000		東芝電機サービス(株)		7/6/12		一般競争契約		11/6/12		福田　幸子		氏家　和輝		11/2/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備（大穂変電所）点検整備		運交金-施設部-運転-電気		0		0		6,069,000		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社		7/9/12		一般競争契約		11/2/12		福田　幸子		氏家　和輝		11/2/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備（日光変電所）点検整備		運交金-施設部-運転-電気		0		0		6,510,000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部		7/9/12		一般競争契約		10/26/12		福田　幸子		氏家　和輝		11/2/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研KEKB地区中央監視装置点検保守		運交金-施設部-運転-電気		0		0		8,190,000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部		7/27/12		一般競争契約		10/31/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		10/31/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF地区中央監視装置点検保守		運交金-施設部-運転-電気		0		0		3,255,000		東芝電機サービス(株)		7/24/12		随意契約		11/1/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		10/31/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研変電設備定期点検に伴う操作等		運交金-施設部-運転-電気		0		0		974,400		高橋興業（株）		8/27/12		随意契約		9/24/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		9/21/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＳ特高変電棟自家発電設備点検整備		運交金-施設部-運転-電気		0		0		945,000		新潟原動機（株）		9/28/12		随意契約		11/22/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		12/7/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PFエネルギーセンター等自家発電設備点検整備		運交金-施設部-運転-電気		0		0		840,000		ヤンマーエネルギーシステム（株）東京支社		10/17/12		随意契約		12/20/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		12/14/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PS特高変電所等地下タンク貯蔵所漏洩点検		運交金-施設部-運転-電気		0		0		265,650		日振工発（株）		12/7/12		随意契約		1/11/13		福田　幸子		氏家　和輝		1/11/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研S-202実験動力盤（Ⅲ）51GL調査その他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		693,000		高橋興業（株）		2/14/13		随意契約		2/28/13		福田　幸子		氏家　和輝		2/28/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波機械棟スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		1,268,400		日本空調サービス（株）筑波支店		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		23,100,000		日本空調サービス（株）筑波支店		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研純水製造装置（FM-PWU-1）保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		808,500		平成理研（株）		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		今村　誠一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研純水装置保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		992,250		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		今村　誠一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研４号館ガスヒートポンプ空調設備保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		1,774,500		筑波学園ガス（株）		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研北カウンターホールクレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		2,047,500		（株）アトックス　東海営業所		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士機械棟等スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		4,389,000		（株）前川製作所		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研スクリュー冷凍機ＯＭ－Ｒ－１，３、ＴＭ－Ｒ－３保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		2,100,000		日本熱源システム（株）		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研スクリュー冷凍機ＯＭ－Ｒ－２，４、ＴＭ－Ｒ－４保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		3,255,000		（株）神戸製鋼所機械事業部門圧縮機事業部冷熱・エネルギー部		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		7,245,000		コネクレーンズ（株）		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		3,806,250		㈱日立プラントメカニクス関東支店		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研純水製造装置（FM-PWU-2）保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		779,100		三浦工業（株）土浦営業所		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		今村　誠一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		906,150		日本空調サービス（株）筑波支店		5/10/12		随意契約		5/25/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		5/25/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その２）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		948,150		日本空調サービス（株）筑波支店		5/25/12		随意契約		6/11/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		6/8/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その３）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		999,600		日本空調サービス（株）筑波支店		6/8/12		随意契約		6/25/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		6/22/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF-AR北実験準備棟天井クレーン（30/4.5ｔ）他整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		130,200		コネクレーンズ（株）		6/8/12		随意契約		6/18/12		中島　幸一郎		鈴木　久		6/29/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その４）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		937,650		日本空調サービス（株）筑波支店		6/22/12		随意契約		7/17/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		7/13/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区インバータ点検整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		399,000		志賀計装（株）		7/9/12		随意契約		9/14/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		9/14/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区電源棟圧力扇フィルター取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		630,000		（有）佐藤管理工業		7/11/12		随意契約		8/3/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		8/3/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ光源棟リング搬入口クレーン2ｔ整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		77,700		三菱電機ＦＡ産業機器（株）東日本支店		6/27/12		随意契約		8/3/12		中島　幸一郎		鈴木　久		7/30/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ光源棟Ｍ５機械室空気調和機（ＡＣ－２）整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		504,000		（株）東洋製作所筑波営業所		6/18/12		随意契約		8/7/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		8/3/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端計測実験棟等天井クレーン用フックシーブ他交換		運交金-施設部-運転-機械		0		0		705,600		（株）神内電機製作所		7/17/12		随意契約		8/8/12		中島　幸一郎		鈴木　久		8/7/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		4,788,000		三菱重工マシナリーテクノロジー㈱		4/1/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子入射器棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		15,225,000		（株）神内電機製作所		4/1/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		2,367,750		（株）アトックス　東海営業所		4/1/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ光源棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		6,300,000		三菱電機ＦＡ産業機器（株）東日本支店		4/1/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		4,068,750		宇部テクノエンジ（株）		4/1/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－１，３前期点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		892,500		パナソニック産機システムズ(株)		7/20/12		随意契約		8/31/12		中島　幸一郎		小川　一弘		8/30/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－４前期点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		302,400		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		7/25/12		随意契約		8/30/12		中島　幸一郎		小川　一弘		8/30/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その５）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		970,200		日本空調サービス（株）筑波支店		7/23/12		随意契約		8/10/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		8/10/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟冷水2次ポンプ(OM-CWP-4-2)等グランドパッキン交換		運交金-施設部-運転-機械		0		0		59,535		（株）川本製作所土浦営業所		6/6/12		随意契約		8/22/12		中島　幸一郎		今村　誠一		8/29/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区他空気調和機整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		1,743,000		（株）東洋製作所筑波営業所		8/9/12		随意契約		10/18/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		10/12/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟冷水２次ポンプ(OM-CWP-4-1)グランドパッキン交換		運交金-施設部-運転-機械		0		0		24,045		（株）川本製作所土浦営業所		8/22/12		随意契約		8/28/12		中島　幸一郎		今村　誠一		9/7/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２前期点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		315,000		（株）日立ビルシステム東関東支社		9/3/12		随意契約		10/1/12		中島　幸一郎		小川　一弘		9/20/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その６）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		979,650		日本空調サービス（株）筑波支店		9/3/12		随意契約		9/25/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		9/25/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その７）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		997,500		日本空調サービス（株）筑波支店		9/10/12		随意契約		10/1/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		10/5/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセン温水発生器(ＢＨ－２)整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		766,500		（株）ヒラカワ		9/27/12		随意契約		11/19/12		中島　幸一郎		今村　誠一		11/30/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネルギ－センタ－冷却水ポンプ（PCD-1～3）等整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		4,483,500		㈱荏原製作所　つくば営業所		10/9/12		随意契約		12/21/12		中島　幸一郎		今村　誠一		12/21/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子入射器棟Ｍ２機械室押込型冷却塔（ＰＣＴ－Ｂ）整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		3,360,000		日本ビー・エー・シー（株）		11/1/12		随意契約		2/25/13		中島　幸一郎		今村　誠一		2/25/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研３ＳＭ２補助機械棟等排水ポンプ盤(ET-CP-4)制御回路取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		890,400		（株）東邦製作所		10/5/12		随意契約		11/22/12		中島　幸一郎		今村　誠一		11/22/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研Ｄ８電源棟等圧力タンク付純水補給水ポンプ整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		4,032,000		㈱荏原製作所　つくば営業所		11/12/12		随意契約		2/25/13		中島　幸一郎		今村　誠一		2/25/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟スクリュー冷凍機Ｒ－４整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		19,845,000		（株）神戸製鋼所機械事業部門圧縮機事業部冷熱・エネルギー部		11/19/12		一般競争契約		2/25/13		中島　幸一郎		小川　一弘		2/22/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネルギ－センタ－冷却塔（ＣＴ－１，２）整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		5,722,500		空研工業（株）東京支店		11/19/12		一般競争契約		3/13/13		中島　幸一郎		今村　誠一		3/11/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟等計装用空気源装置(COMP-1,2)点検整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		722,400		（株）日立産機システム　筑波サービスステーション		11/19/12		随意契約		12/13/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		12/26/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研放射性試料測定棟フィルタ－ユニット(AFU-1-1,2)フィルタ－取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		81,900		東京ニュークリア・サービス（株）		12/4/12		随意契約		12/26/12		中島　幸一郎		今村　誠一		12/25/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－４後期点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		660,450		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		12/10/12		随意契約		2/7/13		中島　幸一郎		小川　一弘		1/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士機械棟スクリュー冷凍機Ｒ－４整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		7,245,000		（株）前川製作所		12/13/12		一般競争契約		3/27/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/25/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ電源棟Ｍ７機械室純水精製装置(PWU-D-1-1他)樹脂取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		384,300		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部		12/20/12		随意契約		1/15/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		1/16/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ１機械室等純水精製装置(PWU-A-1他)樹脂取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		571,200		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部		12/20/12		随意契約		1/15/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		1/16/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－１，３後期点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		892,500		パナソニック産機システムズ(株)		12/19/12		随意契約		2/1/13		中島　幸一郎		小川　一弘		2/8/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区計装用空気源装置点検整備		運交金-施設部-運転-機械		0		0		1,898,820		共和プラント工業（株）		12/25/12		随意契約		2/15/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		2/15/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その１１）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		915,600		日本空調サービス（株）筑波支店		12/6/12		随意契約		1/18/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		1/18/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その１２）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		893,550		日本空調サービス（株）筑波支店		12/18/12		随意契約		2/7/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		2/6/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２後期点検		運交金-施設部-運転-機械		0		0		892,500		（株）日立ビルシステム東関東支社		1/21/13		随意契約		3/4/13		中島　幸一郎		小川　一弘		2/27/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＡＲ南実験棟機械室純水精製装置（ＰＷＵ－２－１，２）樹脂取替		運交金-施設部-運転-機械		0		0		136,500		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部		1/23/13		随意契約		2/8/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		2/8/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その１３）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		897,750		日本空調サービス（株）筑波支店		1/17/13		随意契約		2/21/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		2/20/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験準備棟空冷ヒートポンプチリングユニットCH-3膨張弁他交換		運交金-施設部-運転-機械		0		0		306,600		日本空調サービス（株）筑波支店		2/13/13		随意契約		3/18/13		中島　幸一郎		鈴木　久		3/15/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟空冷チラー（CH-1）三方弁その他交換		運交金-施設部-運転-機械		0		0		3,843,000		日本空調サービス（株）筑波支店		2/26/13		随意契約		3/25/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/22/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その１４）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		981,750		日本空調サービス（株）筑波支店		2/20/13		随意契約		3/13/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/13/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ東実験棟等空冷チラー冷凍機油交換		運交金-施設部-運転-機械		0		0		823,200		日本空調サービス（株）筑波支店		2/27/13		随意契約		3/27/13		中島　幸一郎		宮本　洋一		3/27/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研MR東トンネルED排水ポンプレベルレギュレーター交換その他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		982,800		高橋興業（株）		2/22/13		随意契約		3/19/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		3/19/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研構内植物管理業務（5月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		3,020,640		不二造園土木（株）		5/1/12		随意契約		6/7/12		鈴木　孝幸		玉盛　絵里香		5/31/12

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研計算機南棟北側入り口扉故障修理その他業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		261,450		高橋興業（株）		6/11/12		随意契約		7/6/12		福田　幸子		山内　真也		6/29/12

				②		建物及び附帯設備保守費		(特別業務)高エネ研富士実験棟南側錠前不良調査その他業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		273,000		高橋興業（株）		9/7/12		随意契約		9/21/12		福田　幸子		赤池　健		9/28/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電動遮蔽扉点検整備業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		757,050		（株）イトーキ　		7/17/12		随意契約		11/6/12		福田　幸子		府川　薫		10/24/12

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研ＰＦ研究棟２階男子トイレ出入口ドアクローザー調整その他業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		171,150		高橋興業（株）		12/21/12		随意契約		1/18/13		福田　幸子		小早川　荘介		1/11/13

				②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研PF光源棟2階防火扉ドアクローザー不良調査その他業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		181,650		高橋興業（株）		3/1/13		随意契約		3/15/13		福田　幸子		赤池　健		3/15/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研３号館等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		945,000		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研交通信号機保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		138,600		オムロンフィールドエンジニアリング㈱		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研構内電話交換機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		997,500		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		塚本　智		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研放送設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		1,153,950		パナソニックシステムネットワークス（株）　関越社		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研出入管理設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		2,189,460		中央電子（株）　サービス事業部		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		20,349,000		能美防災(株) 茨城支社		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研４号館等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		1,499,400		東芝エレベータ（株）東関東支社		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		3,679,200		日本オーチス・エレベータ（株）関東支社		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		6,296,850		日本エレベーター製造（株）		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研無線設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		493,500		日本テクニカル・サービス（株）東関東支社		6/7/12		随意契約		8/20/12		福田　幸子		鈴木　義弘		8/27/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＳ地区共同溝等ガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		334,530		新コスモス電機（株）東日本支社		8/20/12		随意契約		9/7/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		9/7/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		110,775		トーセツ（株）		8/20/12		随意契約		9/7/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		9/7/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端計測実験棟ガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		196,350		光明理化学工業（株）		8/20/12		随意契約		9/7/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		9/7/12

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研研究本館１階給湯室排水管清掃		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		56,700		（有）佐藤管理工業		10/24/12		随意契約		11/7/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		11/7/12

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研構造生物実験準備棟（実験室２）パッケージ形空調機ＡＣＰ－２四路切換弁他交換		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		145,950		日本空調サービス（株）筑波支店		2/19/13		随意契約		3/8/13		中島　幸一郎		鈴木　久		3/8/13

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研研究本館1階トイレ排水管詰まり調査その他		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		361,200		高橋興業（株）		3/1/13		随意契約		3/19/13		中島　幸一郎		髙巣　友和		3/18/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）器材収納庫屋根側溝部清掃その他業務		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		0		0		336,000		東康建設工業（株）		6/11/12		随意契約		7/25/12		福田　幸子		小早川　荘介		7/19/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		0		0		567,000		（株）日立ビルシステム東関東支社		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		伊藤　博		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		0		0		804,300		能美防災(株) 茨城支社		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		伊藤　博		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		0		0		532,350		（株）エネサーブ茨城		6/5/12		随意契約		9/7/12		福田　幸子		伊藤　博		9/21/12

				②		建物及び附帯設備保守費		【予算区分修正】高エネ研（東海）出入管理設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		0		0		199,500				1/7/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）1号館空調機（ACP-T1-18）整備		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		0		0		122,850		日本空調サービス（株）筑波支店		2/12/13		随意契約		3/15/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		1,228,500		能美防災(株) 茨城支社		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研吾妻地区宿舎昇降機設備保全業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		3,364,200		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研吾妻2丁目住宅811棟外部排水管清掃		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		63,000		高橋興業（株）		6/7/12		随意契約		7/17/12		福田　幸子		坂上　慶一		7/17/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研給水施設清掃等保守点検（職員宿舎）		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		682,500		（株）シイナクリーン		8/23/12		随意契約		10/10/12		中島　幸一郎		坂上　慶一		10/10/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研吾妻２丁目宿舎806-508給湯器・浴槽交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		399,000		筑波学園ガス（株）		3/7/13		随意契約		3/19/13		中島　幸一郎		坂上　慶一		3/16/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端加速器試験棟空冷チラー（ＣＨ-１）電磁開閉器等整備		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-ATF/ATF2		0		0		462,000		日本空調サービス（株）筑波支店		12/18/12		随意契約		1/18/13		中島　幸一郎		照沼　信浩		1/18/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ターゲットステーション棟純水ポンプ（PCD-TS-3-1、2）整備		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費(二次ライン)		0		0		3,150,000		東興機械工業㈱		12/17/12		随意契約		1/30/13		中島　幸一郎		山田　善一		1/23/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）物質・生命科学実験施設ミュオン空冷設備保守点検		運交金-J-PARC-ミュオン実験(大強度)-物件費		0		0		1,764,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		8/22/12		随意契約		9/28/12		中島　幸一郎		三宅　康博		9/28/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＨＭ１等ＲＩ排気フィルター交換		運交金-J-PARC-放射線(大強度)-放射線廃棄物処理		0		0		577,500		（株）アトックス　東海営業所		9/3/12		随意契約		9/28/12		中島　幸一郎		沼尻　正晴		9/28/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟地下２階側溝清掃業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		94,500		（株）アトックス　東海営業所		6/19/12		随意契約		9/20/12		福田　幸子		木村　光太		9/14/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電動遮蔽扉等点検整備業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		809,550		（株）イトーキ　		8/22/12		随意契約		11/5/12		福田　幸子		府川　薫		10/24/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ﾆｭｰﾄﾘﾉﾀｰｹﾞｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ棟電動遮蔽扉緊急点検整備業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		61,950		（株）イトーキ　		12/25/12		随意契約		1/16/13		福田　幸子		府川　薫		1/8/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟等昇降機設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		1,862,700		東芝エレベータ（株）東関東支社		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		小林　利弘		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		2,692,200		能美防災(株) 茨城支社		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		伊藤　博		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		3,184,650		（株）エネサーブ茨城		6/5/12		随意契約		9/7/12		福田　幸子		伊藤　博		9/21/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）特別高圧受変電設備（５０ＧｅＶ変電所）点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		12,810,000		東芝電機サービス(株)		6/13/12		随意契約		9/26/12		福田　幸子		伊藤　博		9/21/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央制御棟等仮設発電機運転業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		603,750		（株）アトックス　東海営業所		6/13/12		随意契約		7/20/12		福田　幸子		伊藤　博		7/20/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）Ｊ－ＰＡＲＣ全所停電に伴う停復電操作その他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		408,450		（株）アトックス　東海営業所		6/13/12		随意契約		7/13/12		福田　幸子		伊藤　博		7/13/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）放送設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		957,600		TOAエンジニアリング（株）　東京営業所		6/19/12		随意契約		8/21/12		福田　幸子		千田　謙太郎		8/24/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央監視装置点検保守		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		4,305,000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部		7/24/12		随意契約		11/7/12		福田　幸子		伊藤　博		10/26/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）出入管理設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		199,500		中央電子（株）　サービス事業部		8/1/12		随意契約		11/19/12		福田　幸子		伊藤　博		11/16/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MRトンネル等LED照明器具取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		18,480		（株）アトックス　東海営業所		1/28/13		随意契約		2/8/13		福田　幸子		千田　謙太郎		2/8/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）純水精製装置等保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		562,800		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）純水製造装置保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		3,780,000		三浦工業（株）水戸営業所		4/2/12		随意契約		3/31/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)大強度陽子加速器施設クレーン保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		11,655,000		（株）アトックス　東海営業所		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機その他保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		12,075,000		日本空調サービス（株）筑波支店		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟汚染検査室空調機（ＡＣＰ-Ｃ２-２）整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		42,000		日本空調サービス（株）筑波支店		4/16/12		随意契約		5/25/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		5/18/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟純水ポンプ（ＰＣＤ―ＮＭ３―３―２）整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		1,176,000		（株）増田鉄工場東京支店		7/17/12		随意契約		10/5/12		中島　幸一郎		丸山　雅史		10/12/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＮＵ2　１次冷却水系統ストレーナ清掃その他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		210,000		（株）アトックス　東海営業所		7/2/12		随意契約		8/9/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/10/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		349,020		日本空調サービス（株）筑波支店		8/9/12		随意契約		8/29/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/31/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海）NU2設備ﾔｰﾄﾞ1次冷却水ポンプ（PCD-TS-1-1)整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		268,800		東興機械工業㈱		8/23/12		随意契約		11/26/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/22/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR・M3純水精製装置（PWU-M3-1）樹脂（№1,2）他取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		999,600		理工科学（株）		8/22/12		随意契約		10/22/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		10/12/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）NU1設備ﾔｰﾄﾞHe圧縮機系統冷却塔（CT-NM1-2）整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		262,500		空研工業（株）東京支店		9/5/12		随意契約		10/5/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/28/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）NU1He圧縮機系統冷却塔用動力制御盤（CP-NU1-C1）整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		84,000		日本電技（株）つくば支店		9/20/12		随意契約		9/28/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/28/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備（その2）		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		373,800		日本空調サービス（株）筑波支店		10/25/12		随意契約		11/26/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/16/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央制御棟男子トイレ排水詰まり修理その他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		44,100		（株）アトックス　東海営業所		10/9/12		随意契約		11/26/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/16/12

				②		建物及び附帯設備保守費		脱気膜		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		651,000		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部		8/27/12		随意契約		10/5/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/28/12

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR・M1純水精製装置（PWU-M1-1）樹脂（№1,2）他取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		798,000		理工科学（株）		11/5/12		随意契約		11/26/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/22/12

				②		建物及び附帯設備保守費		水用脱気・給気モジュール		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		651,000		理工科学（株）		11/12/12		随意契約		1/30/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		1/31/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）NU3純水配管凍結防止弁操作用足場設置その他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		97,650		（株）アトックス　東海営業所		1/21/13		随意契約		2/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/15/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備（その３）		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		630,000		日本空調サービス（株）筑波支店		12/20/12		随意契約		2/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/15/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第2機械棟中間冷却水ポンプ（PCD-HM2-5-2）整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		488,250		東洋プラント工業（株）		2/13/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/28/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備（その4）		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		801,150		日本空調サービス（株）筑波支店		2/19/13		随意契約		3/8/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/8/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ・Ｍ1純水精製装置（ＰＷＵ－Ｍ1-1）樹脂（№3,4）他取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		798,000		理工科学（株）		3/1/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/28/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ・Ｍ3純水精製装置（ＰＷＵ－Ｍ3-1）樹脂（№3,4）他取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		798,000		理工科学（株）		3/1/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/28/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備（その5）		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		637,350		日本空調サービス（株）筑波支店		3/11/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/28/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）NU3純水凍結防止バルブ操作その他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		234,150		（株）アトックス　東海営業所		3/6/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/28/13

				②		建物及び附帯設備保守費		水用脱気・給気モジュール		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		651,000		理工科学（株）		2/21/13		随意契約		3/15/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/13

				②		建物及び附帯設備保守費		脱酸モジュール		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		651,000		三浦工業（株）水戸営業所		3/12/13		随意契約		3/29/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/29/13

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟等昇降機設備保全業務		収見合-機構共通-宿泊運営(東海)-東海ドミトリー		0		0		466,200		東芝エレベータ（株）東関東支社		4/2/12		随意契約		3/31/13		福田　幸子		小林　利弘		3/31/13

				②		消耗品		高エネ研PF研究棟化学薬品庫鍵作成		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-安全		0		0		4,410		つくばキーセンター　澤邉久輝		10/29/12		随意契約		11/13/12		福田　幸子		北島　義典		11/12/12

				②		消耗品		高エネ研３号館展望室子鍵作成		運交金-加施設長-事務室経費(一般)-事務室		0		0		5,670		つくばキーセンター　澤邉久輝		4/23/12		随意契約		5/9/12		鈴木　孝幸		生出　勝宣		6/11/12

				②		消耗品		PHS電話機　40台		運交金-施設部-運転-電気		0		0		924,000		東陽工業（株）北関東支店		4/13/12		随意契約		4/19/12		福田　幸子		塚本　智		4/27/12

				②		消耗品		ラジエターキャップ		運交金-施設部-運転-電気		0		0		1,995		ヤンマーエネルギーシステム（株）東京支社		5/2/12		随意契約		5/8/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		5/11/12

				②		消耗品		コードレス増設子機　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		468,250		首都圏電工(株)北関東営業所		6/15/12		随意契約		6/29/12		福田　幸子		塚本　智		7/6/12

				②		消耗品		受信機スイッチカバー　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		275,100		能美防災(株) 茨城支社		6/29/12		随意契約		7/13/12		福田　幸子		鈴木　義弘		7/13/12

				②		消耗品		蛍光ランプ　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		543,820		首都圏電工(株)北関東営業所		7/5/12		随意契約		7/23/12		福田　幸子		氏家　和輝		8/3/12

				②		消耗品		スタジオ用ハロゲン電球　8個		運交金-施設部-運転-電気		0		0		25,032		（株）須藤電気商会		8/8/12		随意契約		8/21/12		福田　幸子		氏家　和輝		8/24/12

				②		消耗品		高エネ研特別高圧受変電設備（大穂変電所）交換部品		運交金-施設部-運転-電気		0		0		133,875		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社		5/25/12		随意契約		8/9/12		福田　幸子		氏家　和輝		8/14/12

				②		消耗品		ハンドホールパッキン　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		371,700		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社		7/10/12		随意契約		8/14/12		福田　幸子		氏家　和輝		8/14/12

				②		消耗品		N型プラグ　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		43,050		常伸電通システム（株）		7/20/12		随意契約		8/31/12		福田　幸子		塚本　智		8/31/12

				②		消耗品		UPSバッテリ　1個		運交金-施設部-運転-電気		0		0		12,600		中央電子（株）　サービス事業部		8/8/12		随意契約		9/10/12		福田　幸子		鈴木　義弘		9/14/12

				②		消耗品		制御(X)リレー　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		987,000		東芝電機サービス(株)		6/12/12		随意契約		9/12/12		福田　幸子		氏家　和輝		9/14/12

				②		消耗品		表示灯　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		195,584		首都圏電工(株)北関東営業所		9/6/12		随意契約		9/25/12		福田　幸子		氏家　和輝		9/28/12

				②		消耗品		地区ベル　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		79,800		能美防災(株) 茨城支社		9/18/12		随意契約		9/25/12		福田　幸子		鈴木　義弘		9/28/12

				②		消耗品		酸素・硫化水素計　2台		運交金-施設部-運転-電気		0		0		173,040		日本電計（株）茨城営業所		10/4/12		随意契約		10/11/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		10/17/12

				②		消耗品		除湿剤　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		300,058		北原商事（株）		9/4/12		随意契約		10/11/12		福田　幸子		氏家　和輝		10/12/12

				②		消耗品		A/Dコンバータ（取付パネル込）　6式		運交金-施設部-運転-電気		0		0		277,200		東芝電機サービス(株)		6/19/12		随意契約		10/24/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		10/26/12

				②		消耗品		高エネ研ＫＥＫＢ地区中央監視装置用部品		運交金-施設部-運転-電気		0		0		425,250		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部		7/3/12		随意契約		11/9/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		12/21/12

				②		消耗品		PHS電話機　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		991,200		東陽工業（株）北関東支店		10/3/12		随意契約		11/19/12		福田　幸子		塚本　智		11/30/12

				②		消耗品		PHSアンテナ　30本		運交金-施設部-運転-電気		0		0		378,000		首都圏電工(株)北関東営業所		10/9/12		随意契約		11/26/12		福田　幸子		塚本　智		11/30/12

				②		消耗品		窓用換気扇　3台		運交金-施設部-運転-電気		0		0		17,610		首都圏電工(株)北関東営業所		12/5/12		随意契約		12/11/12		福田　幸子		氏家　和輝		12/26/12

				②		消耗品		PHS電話機　40台		運交金-施設部-運転-電気		0		0		924,000		東陽工業（株）北関東支店		1/23/13		随意契約		2/14/13		福田　幸子		塚本　智		2/22/13

				②		消耗品		R24 LCD表示部組品　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		166,005		能美防災(株) 茨城支社		2/25/13		随意契約		3/1/13		福田　幸子		鈴木　義弘		3/1/13

				②		消耗品		ニカド電池　2個		運交金-施設部-運転-電気		0		0		23,100		能美防災(株) 茨城支社		2/13/13		随意契約		2/19/13		福田　幸子		鈴木　義弘		2/22/13

				②		消耗品		蛍光ランプ　他		運交金-施設部-運転-電気		0		0		615,332		首都圏電工(株)北関東営業所		2/27/13		随意契約		3/21/13		福田　幸子		氏家　和輝		3/22/13

				②		消耗品		過電流継電器　6台		運交金-施設部-運転-電気		0		0		995,400		東芝電機サービス(株)		1/24/13		随意契約		3/25/13		福田　幸子		瀬谷　憲明		3/27/13

				②		消耗品		洗浄バルブ　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		16,800		（株）INAXメンテナンス　北関東営業所		4/11/12		随意契約		4/12/12		中島　幸一郎		小川　一弘		4/13/12

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転-機械		0		0		71,757		古本機工（株）		4/16/12		随意契約		4/23/12		中島　幸一郎		小川　一弘		4/23/12

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		0		0		924,000		三綱（株）		5/16/12		随意契約		5/24/12		中島　幸一郎		小川　一弘		5/23/12

				②		消耗品		ＥＴカートリッジ　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		95,151		古本機工（株）		5/25/12		随意契約		6/11/12		中島　幸一郎		小川　一弘		6/15/12

				②		消耗品		工業用換気扇		運交金-施設部-運転-機械		0		0		9,450		北原商事（株）		6/1/12		随意契約		6/22/12		中島　幸一郎		小川　一弘		6/29/12

				②		消耗品		自動エアー抜き弁　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		182,280		北原商事（株）		5/25/12		随意契約		6/22/12		中島　幸一郎		小川　一弘		6/29/12

				②		消耗品		汚水チャート紙　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		24,255		理工科学（株）		5/24/12		随意契約		6/27/12		中島　幸一郎		小川　一弘		6/29/12

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転-機械		0		0		27,207		古本機工（株）		6/25/12		随意契約		7/10/12		中島　幸一郎		小川　一弘		7/13/12

				②		消耗品		テスト弁標識　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		14,752		能美防災(株) 茨城支社		6/29/12		随意契約		7/23/12		中島　幸一郎		小川　一弘		7/20/12

				②		消耗品		業務用掃除機　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		111,615		北原商事（株）		7/4/12		随意契約		7/23/12		中島　幸一郎		小川　一弘		7/20/12

				②		消耗品		サラビス　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		1,470		北原商事（株）		7/6/12		随意契約		7/18/12		中島　幸一郎		小川　一弘		7/20/12

				②		消耗品		ボールバルブ付実管スリーブ		運交金-施設部-運転-機械		0		0		29,400		カンキ工業（有）		8/9/12		随意契約		8/20/12		中島　幸一郎		小川　一弘		8/24/12

				②		消耗品		ダクトテープ　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		9,240		北原商事（株）		7/27/12		随意契約		8/28/12		中島　幸一郎		小川　一弘		8/31/12

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転-機械		0		0		90,342		古本機工（株）		9/11/12		随意契約		9/14/12		中島　幸一郎		小川　一弘		9/14/12

				②		消耗品		スネークワイヤー　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		210,052		北原商事（株）		8/29/12		随意契約		9/13/12		中島　幸一郎		小川　一弘		9/14/12

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		0		0		924,000		三綱（株）		10/3/12		随意契約		10/12/12		中島　幸一郎		小川　一弘		10/12/12

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		0		0		327,600		栗田工業（株）土浦営業所		10/23/12		随意契約		11/6/12		中島　幸一郎		小川　一弘		11/9/12

				②		消耗品		レベルレギュレーター　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		323,820		理工科学（株）		10/31/12		随意契約		11/20/12		中島　幸一郎		小川　一弘		11/22/12

				②		消耗品		シーリング材　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		38,850		古本機工（株）		10/31/12		随意契約		11/6/12		中島　幸一郎		小川　一弘		11/9/12

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転-機械		0		0		77,112		古本機工（株）		10/31/12		随意契約		11/6/12		中島　幸一郎		小川　一弘		11/7/12

				②		消耗品		LED表示灯　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		240,450		北原商事（株）		10/30/12		随意契約		11/22/12		中島　幸一郎		小川　一弘		11/22/12

				②		消耗品		デジタル温湿度計		運交金-施設部-運転-機械		0		0		4,200		北原商事（株）		10/31/12		随意契約		11/9/12		中島　幸一郎		小川　一弘		11/9/12

				②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転-機械		0		0		134,757		（株）サイサン　つくば営業所		10/30/12		随意契約		12/3/12		中島　幸一郎		小川　一弘		11/30/12

				②		消耗品		逆止弁　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		52,500		（株）エムエス　つくば営業所		11/12/12		随意契約		12/4/12		中島　幸一郎		小川　一弘		11/30/12

				②		消耗品		マグカップ　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		15,225		北原商事（株）		11/30/12		随意契約		12/6/12		中島　幸一郎		小川　一弘		12/7/12

				②		消耗品		水栓部品（レバーハンドル）		運交金-施設部-運転-機械		0		0		7,035		古本機工（株）		12/6/12		随意契約		12/13/12		中島　幸一郎		小川　一弘		12/14/12

				②		消耗品		冷媒		運交金-施設部-運転-機械		0		0		126,000		日本空調サービス（株）筑波支店		12/7/12		随意契約		12/10/12		中島　幸一郎		小川　一弘		12/14/12

				②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転-機械		0		0		23,436		（株）サイサン　つくば営業所		12/12/12		随意契約		12/19/12		中島　幸一郎		小川　一弘		12/21/12

				②		消耗品		リチウム電池　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		59,535		理工科学（株）		12/14/12		随意契約		12/27/12		中島　幸一郎		小川　一弘		12/28/12

				②		消耗品		センサー　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		23,940		（株）エムエス　つくば営業所		12/13/12		随意契約		12/19/12		中島　幸一郎		小川　一弘		12/21/12

				②		消耗品		温水タンク　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		33,600		（株）INAXメンテナンス　北関東営業所		1/24/13		随意契約		1/28/13		中島　幸一郎		小川　一弘		1/31/13

				②		消耗品		小型スーパータイマー		運交金-施設部-運転-機械		0		0		7,035		北原商事（株）		12/26/12		随意契約		1/29/13		中島　幸一郎		小川　一弘		1/31/13

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		0		0		840,000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		1/16/13		随意契約		1/25/13		中島　幸一郎		小川　一弘		1/25/13

				②		消耗品		温水ヒーター　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		16,800		（株）INAXメンテナンス　北関東営業所		12/12/12		随意契約		1/1/13		中島　幸一郎		小川　一弘		12/28/12

				②		消耗品		温水タンク　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		18,900		（株）INAXメンテナンス　北関東営業所		12/26/12		随意契約		1/8/13		中島　幸一郎		小川　一弘		1/11/13

				②		消耗品		温水タンク　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		21,000		（株）INAXメンテナンス　北関東営業所		1/7/13		随意契約		1/10/13		中島　幸一郎		小川　一弘		1/11/13

				②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転-機械		0		0		577,500		三綱（株）		3/12/13		随意契約		3/14/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/19/13

				②		消耗品		自動交互リレー		運交金-施設部-運転-機械		0		0		26,250		理工科学（株）		3/11/13		随意契約		3/25/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/29/13

				②		消耗品		レベルレギュレーター　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		307,440		古本機工（株）		3/5/13		随意契約		3/25/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/25/13

				②		消耗品		冷媒		運交金-施設部-運転-機械		0		0		126,000		日本空調サービス（株）筑波支店		2/26/13		随意契約		3/6/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/8/13

				②		消耗品		小便器用自動洗浄器　他		運交金-施設部-運転-機械		0		0		407,400		北原商事（株）		2/13/13		随意契約		3/13/13		中島　幸一郎		小川　一弘		3/15/13

				②		消耗品		高エネ研大穂実験棟他屋内消火栓ホース取替		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		0		0		1,207,500		能美防災(株) 茨城支社		10/9/12		随意契約		11/22/12		中島　幸一郎		宮本　洋一		11/22/12

				②		消耗品		高エネ研（東海）東海1号館居室建具金物　一式		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		0		0		94,500		ツクバメンテナンス（株）		3/27/13		随意契約		3/29/13		福田　幸子		府川　薫		3/29/13

				②		消耗品		LEDランプ		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		0		0		15,540		日本空調サービス（株）筑波支店		2/4/13		随意契約		2/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/1/13

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		0		0		27,510		理工科学（株）		3/19/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/29/13

				②		消耗品		クリモマスター風速計		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		0		0		176,400		北原商事（株）		3/13/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/29/13

				②		消耗品		配水管詰まり除去セット　他		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		0		0		193,200		北原商事（株）		3/25/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/29/13

				②		消耗品		防音型ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ発電機　他		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		0		0		417,900		理工科学（株）		2/13/13		随意契約		3/15/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/13

				②		消耗品		温水洗浄便座		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		0		0		80,010		（株）エムエス		2/27/13		随意契約		3/15/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/8/13

				②		消耗品		高エネ研吾妻宿舎防火戸連動用3種煙感知器　1個		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		8,400		能美防災(株) 茨城支社		3/14/13		随意契約		3/25/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/27/13

				②		消耗品		高エネ研吾妻宿舎防火戸用自動閉鎖装置　1個		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		9,240		能美防災(株) 茨城支社		3/14/13		随意契約		3/25/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/27/13

				②		消耗品		表示灯用発光ダイオード　他		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		6,132		能美防災(株) 茨城支社		2/22/13		随意契約		3/29/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/29/13

				②		消耗品		ストックフォーム　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		84,420		茨城チャート（株）		5/8/12		随意契約		5/24/12		福田　幸子		山﨑　勝義		5/25/12

				②		消耗品		蛍光ランプ　250本		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		112,875		（株）イメージ工房		5/10/12		随意契約		5/28/12		福田　幸子		山﨑　勝義		5/31/12

				②		消耗品		蛍光ランプ　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		161,280		首都圏電工(株)北関東営業所		7/13/12		随意契約		7/26/12		福田　幸子		山﨑　勝義		7/27/12

				②		消耗品		メッセージプリンタ用印字ヘッド　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		315,000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部		7/3/12		随意契約		8/10/12		福田　幸子		千田　謙太郎		8/10/12

				②		消耗品		ストックフォーム　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		102,060		茨城チャート（株）		10/3/12		随意契約		10/24/12		福田　幸子		山﨑　勝義		10/26/12

				②		消耗品		中央制御棟監視用椅子		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		223,650		茨城チャート（株）		11/21/12		随意契約		12/25/12		福田　幸子		山﨑　勝義		12/28/12

				②		消耗品		光電式煙感知器ヘッド　4個		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		56,700		能美防災(株) 茨城支社		1/7/13		随意契約		1/10/13		福田　幸子		千田　謙太郎		1/18/13

				②		消耗品		監視端末用ハードディスク　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		966,000		（株）日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部社会システム営業本部営業第一部		11/20/12		随意契約		2/5/13		福田　幸子		山﨑　勝義		2/8/13

				②		消耗品		ネオシール　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		150,360		理工科学（株）		2/26/13		随意契約		3/15/13		福田　幸子		山﨑　勝義		3/22/13

				②		消耗品		D/Dコンバーター　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		286,650		東芝電機サービス(株)		11/14/12		随意契約		3/27/13		福田　幸子		千田　謙太郎		3/27/13

				②		消耗品		リボンカセット　12個		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		35,280		茨城チャート（株）		2/26/13		随意契約		3/5/13		福田　幸子		山﨑　勝義		3/11/13

				②		消耗品		直管形蛍光ランプ　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		291,690		（株）つくば照明サービス		1/10/13		随意契約		3/1/13		福田　幸子		山﨑　勝義		2/8/13

				②		消耗品		ストレーナー用スクリーン　４個		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		238,560		理工科学（株）		4/12/12		随意契約		5/7/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		5/7/12

				②		消耗品		エコソルト		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		88,200		三浦工業（株）水戸営業所		6/7/12		随意契約		7/11/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		7/13/12

				②		消耗品		ディストリビュ－タ		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		126,000		日本電技（株）つくば支店		6/27/12		随意契約		7/6/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		7/6/12

				②		消耗品		クランプオンセンサ　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		90,720		理工科学（株）		7/13/12		随意契約		8/9/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/10/12

				②		消耗品		光電センサー		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		15,120		（株）エムエス		7/17/12		随意契約		8/9/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/10/12

				②		消耗品		安全逃し弁		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		18,900		理工科学（株）		8/3/12		随意契約		8/29/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/31/12

				②		消耗品		ヒューズ		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		11,130		理工科学（株）		7/24/12		随意契約		9/6/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/31/12

				②		消耗品		陽イオン交換樹脂　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		304,500		三浦工業（株）水戸営業所		7/17/12		随意契約		9/18/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/10/12

				②		消耗品		Y形ストレーナー　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		174,930		理工科学（株）		8/28/12		随意契約		9/18/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/21/12

				②		消耗品		電極　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		132,300		日本電技（株）つくば支店		8/7/12		随意契約		9/12/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/7/12

				②		消耗品		Ｖベルト		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		300,510		理工科学（株）		7/5/12		随意契約		9/12/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/14/12

				②		消耗品		脱気膜		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		651,000		NECファシリティーズ（株）環境ソリューション事業部		11/6/12		随意契約		12/20/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		12/14/12

				②		消耗品		流量計バッテリーユニット		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		23,940		理工科学（株）		8/30/12		随意契約		10/1/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/21/12

				②		消耗品		流量計バッテリーユニット		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		23,940		理工科学（株）		9/4/12		随意契約		10/1/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/21/12

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		722,190		東鉱商事（株）　本社営業部		9/3/12		随意契約		10/30/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		10/31/12

				②		消耗品		冷却塔電導率計ｾﾝｻｰ		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		63,000		日本電技（株）つくば支店		9/4/12		随意契約		10/10/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		10/12/12

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		374,850		三浦工業（株）水戸営業所		10/1/12		随意契約		11/12/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/16/12

				②		消耗品		圧力計　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		89,670		理工科学（株）		10/15/12		随意契約		11/5/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/9/12

				②		消耗品		ステンレスドラム缶		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		109,200		理工科学（株）		10/23/12		随意契約		11/5/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/9/12

				②		消耗品		パッキン		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		2,520		理工科学（株）		10/26/12		随意契約		11/9/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/9/12

				②		消耗品		ステンレスドラム缶		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		163,800		理工科学（株）		11/5/12		随意契約		11/14/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/16/12

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		483,840		栗田工業（株）土浦営業所		9/14/12		随意契約		12/1/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/16/12

				②		消耗品		パルス発信式水道メーター		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		56,700		理工科学（株）		1/8/13		随意契約		1/18/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		1/18/13

				②		消耗品		モーター用ファンカバー		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		86,730		理工科学（株）		12/6/12		随意契約		2/12/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/8/13

				②		消耗品		断熱材　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		15,120		理工科学（株）		1/22/13		随意契約		2/12/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/8/13

				②		消耗品		保管庫		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		78,750		北原商事（株）		1/28/13		随意契約		2/18/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/15/13

				②		消耗品		圧力計		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		46,200		北原商事（株）		1/8/13		随意契約		2/18/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/15/13

				②		消耗品		プレフィルター用ろ材		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		136,500		日進技研（株）		1/25/13		随意契約		2/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/1/13

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		967,680		栗田工業（株）土浦営業所		3/19/13		随意契約		3/29/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/29/13

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		945,945		三浦工業（株）水戸営業所		3/4/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/29/13

				②		消耗品		Vﾍﾞﾙﾄ		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		122,220		理工科学（株）		3/8/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/22/13

				②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		955,500		理工科学（株）		3/4/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/29/13

				②		消耗品		ゲートバルブ　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		80,640		理工科学（株）		2/13/13		随意契約		3/15/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/13

				②		消耗品		接線流羽根車式水道メーター		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		69,930		理工科学（株）		2/7/13		随意契約		3/28/13		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/22/13

				②		消耗品		高エネ研（東海）ＲＮＢ実験準備棟玄関子鍵作成		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費(共通)		0		0		3,360		つくばキーセンター　澤邉久輝		11/21/12		随意契約		12/7/12		福田　幸子		髙﨑　貞則		12/7/12

				②		消耗品		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設102号室小鍵作成		収見合-機構共通-宿泊運営(東海)-東海ドミトリー		0		0		3,360		つくばキーセンター　澤邉久輝		7/11/12		随意契約		7/23/12		福田　幸子		荒川　正夫		7/25/12

				②		環境整備		陽電子入射器棟（加速管組立室）ACP-6室内吹出ダクト内部清掃　一式		運交金-加五-リニアック(PF)-加速管2		0		0		648,900		日本空調サービス（株）筑波支店		10/9/12		随意契約		10/25/12		花村　友子 （無効）		松本　修二		10/25/12

				②		環境整備		BTトンネル内排水溝清掃　一式		運交金-加三・四-B運転(B運営)-KEKB共通		0		0		98,700		高橋興業（株）		8/14/12		随意契約		8/31/12		大出　登志子		小野　正明		8/31/12

				②		環境整備		放射性試料測定棟　給気ダクト清掃　一式		運交金-放射セ-加速器安全(大強度)-大強度加速器安全研究		0		0		2,992,500		（株）アトックス　東海営業所		11/14/12		随意契約		2/8/13		塙　正広		桝本　和義		2/28/13

				②		他委託		高エネ研構内オンライン出入管理設備システム変更業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		171,150		中央電子（株）　サービス事業部		4/16/12		随意契約		5/30/12		福田　幸子		鈴木　義弘		5/30/12

				②		他委託		高エネ研（東海）構内ＰＨＳ設定他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		149,100		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）		8/7/12		随意契約		8/31/12		福田　幸子		塚本　智		9/14/12

				②		他委託		高エネ研(東海)構内固定電話設定他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		70,875		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）		2/12/13		随意契約		2/28/13		福田　幸子		塚本　智		3/1/13

				②点検保守費合計 テンケン ホシュ ヒ ゴウケイ												428,531,469

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転-電気		0		0		94,557,540		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		山内　真也		3/31/13

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転-機械		0		0		140,609,076		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		山内　真也		3/31/13

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		5,178,384		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		山内　真也		3/31/13

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電気・機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		78,958,320		（株）アトックス　東海営業所		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		伊藤　博		3/31/13

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電気・機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		120,541,680		（株）アトックス　東海営業所		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		福田　幸子		伊藤　博		3/31/13

				③運転監視費合計 ウンテン カンシ ヒ ゴウケイ												439,845,000

				④		環境整備		高エネ研廃蛍光管等収集運搬処分		運交金-施設部-運転-電気		0		0		555,959		野村興産（株）		7/17/12		随意契約		11/13/12		福田　幸子		瀬谷　憲明		11/30/12

				④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造生物準備室		0		0		339,864		ミヤマ（株）		7/24/12		随意契約		8/10/12		広瀬　昌章		加藤　龍一		8/10/12

				④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造生物準備室		0		0		179,928		ミヤマ（株）		7/31/12		随意契約		8/10/12		広瀬　昌章		加藤　龍一		8/10/12

				④		環境整備		ガス容器廃棄　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-基盤整備		0		0		519,750		（株）巴商会学園都市営業所		4/12/12		随意契約		9/10/12		若月　恵		内田　佳伯		9/10/12

				④		環境整備		放射性及び一般実験廃液処理業務、及び水質分析検査業務　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-業務委託		0		0		43,942,500		Hitz環境サービス（株）		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		戸塚　賢次郎		文珠四郎　秀昭		3/31/13

				④		環境整備		実験系廃棄物類搬出・処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		0		0		250,929		松田産業㈱		5/9/12		随意契約		7/20/12		戸塚　賢次郎		別所　光太郎		7/27/12

				④		環境整備		実験系廃棄物処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		0		0		265,587		松田産業㈱		11/1/12		随意契約		11/20/12		戸塚　賢次郎		別所　光太郎		11/22/12

				④		環境整備		廃薬品類収集・処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		0		0		968,415		松田産業㈱		12/5/12		随意契約		3/6/13		戸塚　賢次郎		別所　光太郎		3/8/13

				④		環境整備		実験系廃棄物収集処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		0		0		317,719		松田産業㈱		1/9/13		随意契約		3/28/13		戸塚　賢次郎		別所　光太郎		3/28/13

				④		環境整備		コンプレッサー廃棄　一式		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		192,738		（株）やまたけ　土浦営業所		8/3/12		随意契約		9/3/12		戸塚　賢次郎		久米　達哉		9/14/12

				④		環境整備		廃油ドラム処分　１４本		運交金-日米-先端加速器-物件費(HLRF)		0		0		29,400		田上石油店　代表者　田上憲一		3/5/13		随意契約		3/6/13		渡辺　和子		明本　光生		3/6/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（４月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		52,500		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		5/1/12		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（５月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		52,500		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		5/21/12		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（６月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		157,500		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		7/2/12		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（７月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		105,000		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		8/6/12		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（８月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		157,500		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		9/3/12		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（９月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		105,000		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		10/9/12		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（１０月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		105,000		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		10/23/12		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（１１月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		105,000		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		11/26/12		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/31/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（１２月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		105,000		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		1/7/13		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（１月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		52,500		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		1/23/13		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/31/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式（２月分）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		105,000		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		3/4/13		佐久間　昌子		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物の処理（3月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		0		0		105,000		（株）日の丸商事		4/2/12		随意契約		3/29/13		舟山　広貴		佐久間　昌子		3/29/13

				④		環境整備		変圧器油抜き　　　一式		運交金-加五-リニアック(PF)-マイクロ波2		0		0		529,200		油科学工事（株）		10/9/12		随意契約		10/25/12		小泉　貞実		本間　博幸		10/25/12

				④		環境整備		廃油処分　　　７本		運交金-加五-リニアック(PF)-加速管2		0		0		14,700		田上石油店　代表者　田上憲一		12/11/12		随意契約		12/17/12		小泉　貞実		松本　修二		12/17/12

				④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		1,148,700		（株）日の丸商事		6/13/12		随意契約		7/9/12		塙　晃一		塙　晃一		7/31/12

				④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		997,500		（株）日の丸商事		12/11/12		随意契約		1/15/13		舟山　広貴		舟山　広貴		2/28/13

				④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(特殊)-PCB廃棄物処理費		0		0		59,156,400		中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道PCB処理事業所		8/3/12		随意契約（第一号）		1/31/13		舟山　広貴		小髙　美里		3/29/13

				④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(H22債務)-PCB廃棄物処理費		0		0		266,100		中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道PCB処理事業所		8/3/12		随意契約（第一号）		1/31/13		舟山　広貴		小髙　美里		3/29/13

				④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）輸送　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物運搬費(裁量)-物件費		0		0		2,985,000		東日本日立物流サービス（株）　輸送・日立物流部日立輸送グループ		8/7/12		随意契約		12/14/12		舟山　広貴		小髙　美里		12/28/12

				④		環境整備		PCB安定器の運搬準備　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物運搬費(裁量)-物件費		0		0		266,000		東日本日立物流サービス（株）　輸送・日立物流部日立輸送グループ		12/25/12		随意契約		3/13/13		舟山　広貴		國府田　一成		3/29/13

				④		環境整備		廃酸処分　　一式		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-STF基盤		0		0		310,800		ミヤマ（株）		4/26/12		随意契約		5/16/12		渡辺　和子		沢辺　元明		5/16/12

				④		環境整備		廃酸処分　　一式		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-STF基盤		0		0		294,000		ミヤマ（株）		5/30/12		随意契約		6/15/12		渡辺　和子		沢辺　元明		6/15/12

				④		環境整備		廃酸処分　一式		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-STF基盤		0		0		413,700		ミヤマ（株）		5/22/12		随意契約		6/20/12		渡辺　和子		沢辺　元明		6/20/12

				④		環境整備		廃酸処分　一式		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-STF基盤		0		0		294,000		ミヤマ（株）		11/1/12		随意契約		11/19/12		渡辺　和子		沢辺　元明		11/19/12

				④		環境整備		電気牽引車鉛蓄電池の産廃処分　一式		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		0		0		126,000		㈱タケウチ		6/15/12		随意契約		7/10/12		吉原　裕一		加藤　洋二		7/31/12

				④		環境整備		産業廃棄物輸送　一式		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		0		0		441,000		常磐運送（株）		6/11/12		随意契約		7/17/12		五百川　裕弥		加藤　洋二		7/27/12

				④		環境整備		産業廃棄物処分　一式		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		0		0		452,340		(株)新栄商事		5/28/12		随意契約		8/2/12		五百川　裕弥		加藤　洋二		8/31/12

				④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		0		0		311,367		（株）ニシノ産業		5/28/12		随意契約		9/4/12		五百川　裕弥		加藤　洋二		9/28/12

				④		環境整備		廃油処理　一式		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-入出射		0		0		56,070		アサヒプリテック（株）北関東営業所		5/9/12		随意契約		7/6/12		五百川　裕弥		石井　恒次		7/27/12

				④		環境整備		廃油処分　一式		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-入出射		0		0		73,500		常陸環境開発（株）		1/30/13		随意契約		3/21/13		五百川　裕弥		石井　恒次		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物処分　一式		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-シスコミ		0		0		126,000		常陸環境開発（株）		10/29/12		随意契約		12/19/12		五百川　裕弥		久保田　親		12/28/12

				④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-放射線(大強度)-放射線廃棄物処理		0		0		6,867,315		（社）日本アイソトープ協会		2/8/13		随意契約（第一号）		3/28/13		西村　春菜		高橋　一智		3/29/13

				④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		受託研費-機構共通-一般管理費(12D08 スパコン)-物件費		0		0		861,000		（株）日の丸商事		8/22/12		随意契約		9/12/12		舟山　広貴		鈴木　英史		9/28/12

				④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		受託研費-機構共通-一般管理費(12D08 スパコン)-物件費		0		0		603,750		（株）日の丸商事		9/27/12		随意契約		11/12/12		舟山　広貴		鈴木　英史		11/30/12

				④産業廃棄物処分費合計 サンギョウ ハイキブツ ショブン ヒ ゴウケイ												125,364,731

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（４月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		1,023,120		不二造園土木（株）		4/2/12		随意契約		5/8/12		鈴木　孝幸		玉盛　絵里香		4/30/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（6月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		3,921,960		不二造園土木（株）		4/1/12		一般競争契約		7/13/12		中島　幸一郎		玉盛　絵里香		6/30/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（7月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		4,774,560		不二造園土木（株）		4/1/12		一般競争契約		8/7/12		福田　幸子		松本　利男		7/31/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（８月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		8,258,040		不二造園土木（株）		4/1/12		一般競争契約		9/10/12		福田　幸子		松本　利男		8/31/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理（9月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		2,752,680		不二造園土木（株）		4/1/12		一般競争契約		10/9/12		福田　幸子		松本　利男		9/30/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（10月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		4,165,560		不二造園土木（株）		4/1/12		随意契約		11/6/12		福田　幸子		松本　利男		10/31/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（11月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		3,045,000		不二造園土木（株）		4/1/12		随意契約		12/10/12		福田　幸子		松本　利男		11/30/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（１２月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		3,605,280		不二造園土木（株）		4/2/12		随意契約		1/16/13		福田　幸子		松本　利男		12/31/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（１月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		1,388,520		不二造園土木（株）		4/2/12		随意契約		2/6/13		福田　幸子		松本　利男		1/31/13

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（２月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		1,437,240		不二造園土木（株）		4/2/12		随意契約		3/7/13		福田　幸子		松本　利男		2/28/13

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（３月分）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		1,461,600		不二造園土木（株）		4/2/12		一般競争契約		3/29/13		福田　幸子		松本　利男		3/29/13

				⑤		環境整備		高エネ研構内枯損木伐採工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		338,100		不二造園土木（株）		7/20/12		随意契約		9/12/12		福田　幸子		松本　利男		9/7/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内枯損木伐採工事（その２）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		768,600		不二造園土木（株）		10/9/12		随意契約		11/14/12		福田　幸子		松本　利男		11/12/12

				⑤		環境整備		高エネ研構内枯損木伐採工事（その３）		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		966,000		不二造園土木（株）		12/25/12		随意契約		2/21/13		福田　幸子		松本　利男		2/19/13

				⑤		環境整備		高エネ研計算機北棟北側枯損木（低木）撤去その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		96,600		不二造園土木（株）		10/30/12		随意契約		11/14/12		福田　幸子		松本　利男		11/7/12

				⑤		環境整備		高エネ管理棟南側出入口周辺芝張工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		115,500		不二造園土木（株）		3/7/13		随意契約		3/29/13		福田　幸子		松本　利男		3/21/13

				⑤		環境整備		高エネ研構内東大通り北側街灯取設支障樹木剪定業務		運交金-施設部-東大通り街灯設置(裁量)-工事経費		0		0		281,400		不二造園土木（株）		9/20/12		随意契約		12/3/12		福田　幸子		玉盛　絵里香		11/30/12

				⑤		環境整備		高エネ研(東海）東海１号館周辺草刈その他業務		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		0		0		766,500		不二造園土木（株）		6/18/12		随意契約		8/14/12		鈴木　孝幸		玉盛　絵里香		8/6/12

				⑤		環境整備		高エネ研（東海）東海１号館周辺草刈その他業務（その２）		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		0		0		913,500		不二造園土木（株）		11/12/12		随意契約		1/16/13		福田　幸子		玉盛　絵里香		1/15/13

				⑤		環境整備		高エネ研（東海）東海1号館周辺落葉清掃その他業務		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		0		0		483,000		不二造園土木（株）		3/5/13		随意契約		3/25/13		福田　幸子		玉盛　絵里香		3/22/13

				⑤		環境整備		高エネ研(東海）J-PARC構内道路周辺草刈業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		966,000		不二造園土木（株）		6/8/12		随意契約		8/1/12		鈴木　孝幸		玉盛　絵里香		7/25/12

				⑤		環境整備		高エネ研吾妻２丁目職員宿舎811棟周辺高木剪定他		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		997,500		不二造園土木（株）		4/10/12		随意契約		5/8/12		福田　幸子		坂上　慶一		5/8/12

				⑤		環境整備		高エネ研吾妻２丁目職員宿舎801棟周辺支障枝剪定 他		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		976,500		不二造園土木（株）		11/20/12		随意契約		12/13/12		福田　幸子		坂上　慶一		12/13/12

				⑤		環境整備		高エネ研竹園職員宿舎722棟周辺樹木等処理他		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		165,900		不二造園土木（株）		6/20/12		随意契約		7/10/12		福田　幸子		坂上　慶一		7/10/12

				⑤		環境整備		高エネ研竹園３丁目職員宿舎枯損木処理その他		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		210,000		不二造園土木（株）		2/8/13		随意契約		2/27/13		福田　幸子		坂上　慶一		2/27/13

				⑤		環境整備		高エネ研竹園３丁目職員宿舎717棟周辺支障木処理		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		126,000		不二造園土木（株）		3/14/13		随意契約		3/25/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/25/13

				⑤		環境整備		太田団地A棟草刈作業　一式		運交金-管理局-職員宿舎維持費-東海地区		0		0		27,722		（社）東海村シルバー人材センター		7/5/12		随意契約		7/27/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		7/27/12

				⑤		環境整備		太田団地A棟草刈作業　一式		運交金-管理局-職員宿舎維持費-東海地区		0		0		20,252		（社）東海村シルバー人材センター		10/9/12		随意契約		11/6/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		11/16/12

				⑤		環境整備		太田団地草刈り作業（Ｂ、Ｃ、Ｄ棟）　一式		収見合-機構共通-宿泊運営(東海)-太田団地		0		0		93,242		（社）東海村シルバー人材センター		7/5/12		随意契約		7/17/12		清水　順也		佐藤　正和		7/20/12

				⑤		環境整備		太田団地草刈作業　一式		収見合-機構共通-宿泊運営(東海)-太田団地		0		0		92,010		（社）東海村シルバー人材センター		10/9/12		随意契約		11/6/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		11/16/12

				⑤		環境整備		みの内住宅草刈り　　一式		収見合-機構共通-宿泊運営(東海)-みのうち住宅		0		0		231,000		不二造園土木（株）		6/27/12		随意契約		7/9/12		清水　順也		佐藤　正和		7/6/12

				⑤		環境整備		みの内住宅草刈作業　一式		収見合-機構共通-宿泊運営(東海)-みのうち住宅		0		0		231,000		不二造園土木（株）		10/3/12		随意契約		10/22/12		清水　順也		佐藤　正和		10/31/12

				⑤		他委託		高エネ研吾妻４丁目201棟南側敷地境界法面処理		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		266,700		不二造園土木（株）		2/7/13		随意契約		3/18/13		福田　幸子		坂上　慶一		3/18/13

				⑤緑地管理費合計 リョクチ カンリヒ ゴウケイ												44,966,586

		長 チョウ		⑥		建設仮		高エネ研構内東大通り北側外灯取設工事		運交金-施設部-東大通り街灯設置(裁量)-工事経費		0		0		10,353,000		筑波電気工事（株）		8/6/12		一般競争契約		11/6/12		福田　幸子		塚本　智		11/2/12

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研4号館正面玄関床石補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		378,000		(株)カタオカエンジニアリング		9/10/12		随意契約		10/2/12		中島　幸一郎		小早川　荘介		9/28/12

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１工作棟北側雨水排水管改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		157,500		(株)カタオカエンジニアリング		9/26/12		随意契約		10/12/12		福田　幸子		小早川　荘介		10/12/12

		P		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１２電源棟汚水桝取替工事		運交金-施設部-運転-機械		0		0		123,900		（株）楠原管工業		2/8/13		随意契約		3/29/13		中島　幸一郎		今村　誠一		3/28/13

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研南実験準備棟雨水桝蓋交換工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		12,600		(株)カタオカエンジニアリング		11/5/12		随意契約		12/6/12		福田　幸子		小早川　荘介		12/6/12

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟雨水桝蓋枠押えコンクリート補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		189,000		(株)カタオカエンジニアリング		12/25/12		随意契約		1/17/13		福田　幸子		小早川　荘介		1/18/13

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS地区等外灯改修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		0		0		510,300		（株）須藤電気商会		11/27/12		随意契約		12/28/12		福田　幸子		氏家　和輝		12/28/12

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)１号館北側汚水桝嵩上げ工事		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		0		0		409,500		東康建設工業（株）		1/10/13		随意契約		2/28/13		中島　幸一郎		丸山　雅史		2/22/13

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻宿舎805棟付近外灯自動点滅器交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		26,250		（株）須藤電気商会		10/30/12		随意契約		11/16/12		福田　幸子		坂上　慶一		11/16/12

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目住宅807棟外部雨水枡修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		189,000		高橋興業（株）		8/21/12		随意契約		9/3/12		福田　幸子		坂上　慶一		8/31/12

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中央通り外灯改修工事		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		0		0		1,257,900		（有）森田電気商会		6/22/12		随意契約		8/23/12		福田　幸子		鈴木　義弘		9/3/12

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研放射化物使用棟北側ネットフェンス補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		98,700		不二造園土木（株）		10/3/12		随意契約		10/11/12		福田　幸子		松本　利男		10/4/12

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研ＰＳ特高変電棟ネットフェンス補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		630,000		不二造園土木（株）		11/2/12		随意契約		12/3/12		福田　幸子		玉盛　絵里香		11/21/12

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研１号館北東側駐車場周り石積補修工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		94,500		不二造園土木（株）		11/16/12		随意契約		1/29/13		福田　幸子		松本　利男		1/24/13

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研構内道路等補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		240,450		（株）ミヤモト開発		3/11/13		随意契約		3/26/13		福田　幸子		赤池　健		3/25/13

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研開発共用棟等建物周辺埋め戻しその他工事		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		351,750		(株)カタオカエンジニアリング		2/7/13		随意契約		3/1/13		福田　幸子		赤池　健		3/1/13

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研PF地区道路グレ－チング補修工事		運交金-管理局-共通経費-交通安全		0		0		373,800		(株)カタオカエンジニアリング		10/25/12		随意契約		12/6/12		福田　幸子		岩見　真二		12/6/12

		-		⑥		その他修繕費		高エネ研吾妻４丁目住宅201棟駐車場修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		388,500		高橋興業（株）		9/28/12		随意契約		10/16/12		福田　幸子		坂上　慶一		10/16/12

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研一般公開用駐車場補修工事		運交金-機構共通-広報室経費-一般公開		0		0		278,250		(株)カタオカエンジニアリング		12/17/12		随意契約		1/17/13		福田　幸子		冨岡　淳子		1/18/13

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研発生材置場１北側フェンス補修工事		運交金-機構共通-防犯対策関連経費(裁量)-物件費		0		0		96,600		不二造園土木（株）		8/20/12		随意契約		10/2/12		福田　幸子		岩見　真二		10/2/12

				⑥校地維持費合計 コウチ イジヒ ゴウケイ												16,159,500

				⑦		環境整備		高エネ研受水槽・高置水槽その他清掃		運交金-施設部-運転-機械		0		0		1,123,500		（株）シイナクリーン		7/19/12		随意契約		9/26/12		中島　幸一郎		髙巣　友和		9/26/12

				⑦		環境整備		高エネ研電子陽電子入射器棟第３ＳＹ搬入路側溝清掃業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		178,500		不二造園土木（株）		7/20/12		随意契約		8/3/12		中島　幸一郎		玉盛　絵里香		7/25/12

				⑦		環境整備		高エネ研（東海）１号館受水槽他清掃		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		0		0		241,500		（株）アトックス　東海営業所		6/11/12		随意契約		9/18/12		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/20/12

				⑦		環境整備		高エネ研竹園３丁目704-101棟蜂の巣撤去		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		8,400		サン商事（株）ダスキン　つくば南支店		11/1/12		随意契約		11/15/12		福田　幸子		坂上　慶一		11/30/12

				⑦		環境整備		予算修正　建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（4-9月分）		運交金-管理局-職員宿舎維持費-東海地区		0		0		-417,048				1/10/13

				⑦		環境整備		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟地下2階側溝清掃業務（その2）		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		94,500		（株）アトックス　東海営業所		12/28/12		随意契約		1/25/13		福田　幸子		府川　薫		1/25/13

				⑦		環境整備		高エネ研（東海）中央制御棟等屋根清掃業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		208,950		（株）アトックス　東海営業所		3/6/13		随意契約		3/25/13		福田　幸子		府川　薫		3/22/13

				⑦		環境整備		予算修正　建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（4-9月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		417,048				1/10/13

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（4月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		34,020		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		5/1/12		伊藤　春美		伊藤　健二		4/27/12

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（5月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		25,515		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		6/1/12		伊藤　春美		伊藤　健二		5/31/12

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（6月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		76,545		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		7/2/12		伊藤　春美		伊藤　健二		6/29/12

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（7月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		42,525		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		8/1/12		伊藤　春美		伊藤　健二		7/31/12

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（8月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		34,020		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		9/3/12		伊藤　春美		伊藤　健二		8/31/12

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（9月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		34,020		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		10/1/12		伊藤　春美		伊藤　健二		9/28/12

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（10月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		42,525		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		11/1/12		伊藤　春美		伊藤　健二		10/31/12

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（11月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		68,040		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		12/3/12		伊藤　春美		伊藤　健二		11/30/12

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（12月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		59,535		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		1/8/13		伊藤　春美		伊藤　健二		12/28/12

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（1月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		34,020		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		2/4/13		伊藤　春美		伊藤　健二		1/31/13

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（2月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		59,535		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		3/1/13		伊藤　春美		伊藤　健二		2/28/13

				⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（3月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		42,525		テスコ（株）		4/2/12		随意契約		3/29/13		伊藤　春美		伊藤　健二		3/29/13

				⑦		環境整備		PF研究棟床剥離清掃及びｶﾞﾗｽ、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ清掃　一式		運交金-放一・二-放射光(研究施設)-PF共通		0		0		78,750		（有）エアリー		4/2/12		随意契約		5/1/12		若月　恵		伊藤　健二		5/1/12

				⑦		環境整備		PF光源棟・研究棟・実験準備棟トイレ清掃　一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		294,000		高橋興業（株）		9/21/12		随意契約		2/11/13		広瀬　昌章		伊藤　健二		2/11/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(4月分)		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,266,620		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		5/1/12		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務　一式(5月分)		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,220,360		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		6/1/12		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（6月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,226,840		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		7/2/12		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（7月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,221,260		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		8/1/12		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（8月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,215,320		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		9/3/12		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（9月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,198,940		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		10/1/12		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（10月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,216,940		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		11/1/12		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（11月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,223,240		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		12/3/12		塙　晃一		塙　晃一		3/31/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（12月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,238,360		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		1/7/13		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（1月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,192,820		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		2/1/13		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（2月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,219,820		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		3/1/13		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務（3月分）　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		2,288,040		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		3/29/13		塙　晃一		塙　晃一		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（4月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		5/2/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（5月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		6/1/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/31/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（6月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		7/2/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/31/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（7月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		8/1/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（8月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		9/3/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（9月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		10/1/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（10月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		11/1/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/31/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（11月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		12/3/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（12月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		1/7/13		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（1月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		2/1/13		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（2月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		3/1/13		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（3月分）		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		420,180		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		3/29/13		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		体育館１階床面清掃　一式		運交金-管理局-共通経費-清掃費		0		0		192,780		高橋興業（株）		1/17/13		随意契約		2/13/13		舟山　広貴		舟山　広貴		2/28/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（4月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		297,812		高橋興業（株）		4/2/12		一般競争契約		5/2/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（5月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		297,812		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		6/1/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/31/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（6月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		297,812		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		7/2/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/31/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（7月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		297,812		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		8/1/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（8月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		297,812		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		9/3/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（9月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		297,812		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		10/1/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（10月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		367,320		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		11/1/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/31/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（11月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		367,320		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		12/3/12		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（12月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		367,320		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		1/7/13		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（1月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		367,320		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		2/1/13		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（2月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		367,320		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		3/1/13		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦		環境整備		建物内清掃業務一式（東海キャンパス　他）（3月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		367,320		高橋興業（株）		4/2/12		随意契約		3/29/13		五百川　裕弥		清水　順也		3/29/13

				⑦清掃費合計 セイソウ ヒ ゴウケイ												38,735,217

				⑧		他委託		構内警備業務　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		44,600,220		東京警備保障（株）		4/2/12		一般競争契約		3/31/13		塙　晃一		小髙　美里		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（4月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		6/1/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（5月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		6/1/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（6月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		7/2/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（7月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		8/1/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（8月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		9/3/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（9月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		10/1/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（10月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		11/1/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（11月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		12/3/12		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（12月分)　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		1/7/13		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（1月分)　一式		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		2/1/13		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（2月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		3/1/13		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（3月分)		運交金-管理局-共通経費-警備費		0		0		38,850		新安全警備保障（株）		4/2/12		随意契約		3/31/13		五百川　裕弥		五百川　裕弥		3/31/13

				⑧警備費合計 ケイビ ヒ ゴウケイ												45,066,420

				⑫新増改築費合計（施設整備費補助金） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ シセツ セイビヒ ホジョキン												0

				⑫自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設（Ⅱ期）新営機械設備工事

				⑫自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設（Ⅱ期）新営機械設備工事

				⑫自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設（電子陽電子入射器棟M2-2機械棟等）新営機械設備スリーブ他工事

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設（大穂特高変電所）受変電設備設計業務		運交金-加三・四-B運転(B設備)-KEKB共通		0		0		3,360,000		㈱森村設計		12/13/12		一般競争契約		3/15/13		福田　幸子		小野　正明		3/8/13

				⑫自 ジ		他委託		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設（ＰＳ主リング電源棟）とりこわし工事設計業務		運交金-加三・四-B運転(B設備)-KEKB共通		0		0		495,180		㈱三橋設計（預金口座）		5/2/12		随意契約		7/2/12		福田　幸子		小野　正明		6/29/12

				⑫自 ジ		他委託		高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設（大穂特高受電所）受変電設備改修工事地盤調査		運交金-加三・四-B運転(B設備)-KEKB共通		0		0		292,950		㈱建設地盤		11/15/12		随意契約		12/4/12		福田　幸子		小野　正明		12/14/12

				⑫自 ジ		他委託		高エネ研３号館外壁調査業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		315,000		（株）村全		10/19/12		随意契約		12/3/12		福田　幸子		玉盛　絵里香		11/30/12

				⑫自 ジ		他委託		高エネ研３号館定期報告調査業務		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		0		0		483,000		（株）横須賀満夫建築設計事務所		10/5/12		随意契約		12/21/12		福田　幸子		玉盛　絵里香		12/21/12

		P		⑫補 ホ		他委託		高エネ研KEKB高度化施設（陽電子低ｴﾐｯﾀﾝｽ入射ｼｽﾃﾑ用ﾄﾝﾈﾙ）新営土木工事監理業務		施設整備-施設部-Bファク高度化(H24国債(23-24))-陽電子低ｴﾐｯﾀﾝｽ入射ｼｽﾃﾑ用ﾄﾝﾈﾙ		0		0		11,907,000		㈱三紀		12/1/11		一般競争契約		3/15/13		福田　幸子		府川　薫		3/4/13

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設（PF-AR直接入射トンネル等）地盤調査業務		雑収入-施設部-電子陽電子入射器棟増築(間接)-工事費		0		0		396,900		㈱建設地盤		10/26/12		一般競争契約		12/18/12		福田　幸子		玉盛　絵里香		12/14/12

				⑫自 ジ		建設仮		高エネ研KEKB高度化施設（PF-AR直接入射トンネル）等測量業務		雑収入-施設部-電子陽電子入射器棟増築(間接)-工事費		0		0		73,500		（株）澤畠設計開発		10/9/12		随意契約		11/9/12		福田　幸子		小早川　荘介		11/9/12

				⑫新増改築費合計（自己財） シン ゾウカイチク ヒ ゴウケイ ジコザイ												17,323,530

		P		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール汚染検査室等改修その他工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費						40,303,200

		P		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール汚染検査室等改修その他電気設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費						3,780,000

		P		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール汚染検査室等改修その他給排水設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費						10,290,000

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟等防水改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		4,905,600		太陽テクニカル（有）		10/25/13		一般競争契約		3/13/14		菱沼　幸子		柿原　春美		3/10/14

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・6SM3補助機械棟屋上防水改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		1,721,200		太陽テクニカル（有）		12/16/13		随意契約		3/3/14		菱沼　幸子		赤池　健		2/28/14

				⑬改修費合計（営繕事業） カイシュウヒ ゴウケイ エイゼン ジギョウ												61,000,000

		長 チョウ		⑬補 ホ		建設仮		高エネ研PS特高変電所非常用自家発電設備更新設計業務		施設整備 シセツ セイビ		0		0		787,500		（株）総合設備計画		4/2/12		随意契約		4/27/12		福田　幸子		塚本　智		4/27/12

		長 チョウ		⑬補 ホ		建設仮		高エネ研PFエネルギーセンター等非常用自家発電装置更新設計業務		施設整備 シセツ セイビ		0		0		997,500		（株）ピーエーシー		10/2/12		随意契約		12/6/12		福田　幸子		氏家　和輝		12/7/12

		長 チョウ		⑬補 ホ		建設仮		高エネ研PS特高変電所非常用自家発電装置更新工事		施設整備 シセツ セイビ		0		0		112,875,000		（株）東芝　ソリューション営業第二部（前金口）		7/18/12		一般競争契約		9/5/12		福田　幸子		塚本　智		6/14/13

		長 チョウ		⑬補 ホ		建設仮		高エネ研ＰＦエネルギーセンター等非常用自家発電装置更新工事		施設整備 シセツ セイビ		0		0		59,325,000		（株）東芝　ソリューション営業第二部（前金口）		2/19/13		随意契約		3/29/13		福田　幸子		氏家　和輝		12/25/13

				⑬改修費合計 カイシュウヒ ゴウケイ												173,985,000
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		P		①		建設仮		高エネ研筑波実験棟空冷式冷却塔送風機変速装置他改修工事		運交金(復旧・復興)-加三・四-冷却水設備-KEKB		0		0		94,608,000		空研工業（株）東京支店		A5C28E048C311		A14002706		A14002706		3/24/14		一般競争契約		10/24/14		佐藤　正和		赤井　和憲		10/31/14				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		235,606,977

		長 チョウ		①		その他修繕費		高エネ研（東海）東海２号館給湯器ボールタップ取替修理		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		0		0		39,960		㈱日本イトミック		A0F01S6E2106I		A14019590		A14019590		9/10/14		随意契約		10/28/14		佐藤　正和		山口　陽		10/17/14				施設整備費 シセツ セイビヒ		14,364,000

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海２号館屋外開閉器盤等改修工事		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		0		0		143,640		金沢産業（株）		A0F01S6E2106F		A14018312		A14018312		9/10/14		随意契約		10/23/14		福田　幸子		山口　陽		10/10/14				収見合		11,234,970

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海２号館外壁漏水改修工事		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		0		0		988,200		東康建設工業（株）		A0F01S6E2106F		A14030313		A14030313		1/19/15		随意契約		2/17/15		佐藤　正和		山口　陽		2/13/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海２号館内壁塗装改修工事		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		0		0		842,400		東康建設工業（株）		A0F01S6E2106F		A14030316		A14030316		2/16/15		随意契約		3/2/15		佐藤　正和		山口　陽		3/20/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）２号館２０８室空調機整備		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		0		0		172,800		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01S6E2106F		A14037458		A14037458		2/19/15		随意契約		3/27/15		佐藤　正和		山口　陽		3/20/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１搬入棟電動ハッチパッキン交換工事		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-シスコミ		0		0		972,000		東康建設工業（株）		A0F01J6C1186F		A14018628		A14018628		9/9/14		随意契約		10/9/14		佐藤　正和		大越　隆夫		10/10/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＲＮＢ実験準備棟玄関扉改修その他工事		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-モニタ		0		0		949,320		東康建設工業（株）		A0F01J6C1176F		A14029891		A14029891		12/19/14		随意契約		3/27/15		佐藤　正和		橋本　義徳		3/25/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導・低温・真空実験棟西側建屋機械室床塗替え工事		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-入出射		0		0		270,000		（有）ケミカ		A0F01J6C1116F		A14029976		A14029976		12/3/14		随意契約		12/24/14		佐藤　正和		杉本　拓也		12/26/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導・低温・真空実験棟西側建屋建具改修工事		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-入出射		0		0		572,400		(株)山三		A0F01J6C1116F		A14029974		A14029974		12/10/14		随意契約		2/27/15		佐藤　正和		杉本　拓也		2/27/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟ブロア（B-NM2-1）取替工事		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費・一次ライン		0		0		4,699,944		オーク設備工業（株）		A0F01J6Ac106F		A14006160		A14006160		6/13/14		一般競争契約		9/17/14		佐藤　正和		藤井　芳昭		9/12/14

		P		①		移設撤去 イセツ テッキョ		高エネ研(東海）ハドロン第１機械棟２階送風機（FS-HM1-2）移設工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		902,880		オーク設備工業（株）		A0F01J6E23090		A14026227		A14026227		9/8/14		随意契約		1/23/15		佐藤　正和		丸山　雅史		1/23/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）M1冷却塔（CT-M1-1)補給水管漏水修理工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		25,920		（株）シミズ空調サービス		A0F01J6E2306F		A14003986		A14003986		4/17/14		随意契約		5/30/14		佐藤　正和		礒﨑　操		5/30/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海）スイッチヤード傾斜クレーン№１修理		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		795,960		飛島建設（株）		A0F01J6E2306F		A14009223		A14009223		6/4/14		随意契約		7/30/14		佐藤　正和		丸山　雅史		7/31/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第2機械棟排気ダクトピトー管センサー他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		893,160		オーク設備工業（株）		A0F01J6E2306F		A14017204		A14017204		8/7/14		随意契約		12/1/14		佐藤　正和		礒﨑　操		11/21/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟DPタンク通気管盛り替え工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		182,520		オーク設備工業（株）		A0F01J6E2306F		A14018475		A14018475		9/8/14		随意契約		9/26/14		佐藤　正和		礒﨑　操		9/26/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		 高エネ研（東海）MR・第1機械棟冷却塔排水管修理工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		982,800		（株）サンプラント		A0F01J6E2306F		A14010694		A14010694		6/11/14		随意契約		10/28/14		佐藤　正和		丸山　雅史		10/24/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		 高エネ研（東海）MR・第2機械棟冷却塔排水管修理工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		864,000		（株）サンプラント		A0F01J6E2306F		A14023338		A14023338		10/10/14		随意契約		12/1/14		佐藤　正和		丸山　雅史		11/28/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第1機械棟膨張タンク（ＴＥＸ-ＨＭ1-2）取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		585,360		オーク設備工業（株）		A0F01J6E2306F		A14026204		A14026204		11/18/14		随意契約		1/23/15		佐藤　正和		礒﨑　操		1/23/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロンスイッチヤード北東側気密区画壁補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		194,400		東康建設工業（株）		A0F01J6E2106F		A14022102		A14022102		10/15/14		随意契約		10/23/14		佐藤　正和		府川　薫		10/20/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験施設管理区域出入ゲートドアクローザー交換工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		51,300		三和シャッター工業（株）水戸営業所		A0F01J6E2106F		A14027034		A14027034		12/2/14		随意契約		1/27/15		佐藤　正和		赤池　健		1/23/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海２号館屋上防水改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		367,200		東康建設工業（株）		A0F01J6E2106F		A14029520		A14029520		12/25/14		随意契約		1/27/15		佐藤　正和		府川　薫		1/16/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ﾊﾄﾞﾛﾝ電源棟南北側アルミ製建具ガラス取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		399,600		東康建設工業（株）		A0F01J6E2106F		A14030022		A14030022		1/5/15		随意契約		1/27/15		佐藤　正和		府川　薫		1/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟等鋼製建具補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		68,040		東康建設工業（株）		A0F01J6E2106F		A14035421		A14035421		2/12/15		随意契約		3/2/15		佐藤　正和		木村　光太		2/27/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）放射線測定棟等誘導灯用蓄電池他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		399,600		金沢産業（株）		A0F01J6E2206F		A14012411		A14012411		7/3/14		随意契約		9/4/14		福田　幸子		千田　謙太郎		8/29/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館地下ピット等照明器具取替他工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		24,840		金沢産業（株）		A0F01J6E2206F		A14036246				1/30/15		随意契約		3/26/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/25/15

		P		①		他委託		高エネ研（東海）ＭＲトンネルスピーカー出力切替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		129,600		（株）アトックス　東海営業所		A0F01J6E22078		A14019372		A14019372		9/12/14		随意契約		9/19/14		佐藤　正和		千田　謙太郎		9/26/14

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研(東海)構内PHS内線設定		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		160,380		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）		A0F01J6E22078		A14020780		A14020780		9/25/14		随意契約		9/29/14		福田　幸子		塚本　智		9/30/14

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研(東海）構内PHS設定他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		112,104		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）		A0F01J6E22078		A14038221		A14038221		3/4/15		随意契約		3/25/15		佐藤　正和		塚本　智		3/27/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟トンネル（1-5）天井クレーン（1ｔ）速度改造工事		運交金-加五-リニアック(B運営)-加速管1		0		0		982,800		（株）神内電機製作所		A0C25B602116F		A14007061		A14007061		5/27/14		随意契約		9/10/14		佐藤　正和		荒木田　是夫		9/10/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF入射器棟トンネル内排気ダクト改修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通2		0		0		91,800		カンキ工業（有）		A0C25P602126F		A14008387		A14008387		6/2/14		随意契約		6/26/14		佐藤　正和		本間　博幸		6/25/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ａ1ギャラリー純水冷却水配管改修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通2		0		0		464,400		新菱冷熱工業（株）		A0C25P602126F		A14009947		A14009947		6/18/14		随意契約		7/16/14		佐藤　正和		大澤　　哲		7/16/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟トンネル第１、２セクター止水工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通2		0		0		625,320		日本躯体処理㈱		A0C25P602126F		A14013702		A14013702		7/9/14		随意契約		9/1/14		福田　幸子		大澤　　哲		9/1/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟第３スイッチヤードフェンス扉改修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通2		0		0		172,800		（株）近藤工務店		A0C25P602126F		A14018178		A14018178		9/3/14		随意契約		9/25/14		福田　幸子		大澤　　哲		9/22/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟ギャラリー第３搬入口鋼製建具改修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通2		0		0		928,800		(株)山三		A0C25P602126F		A14007094		A14007094		7/3/14		随意契約		9/17/14		福田　幸子		大澤　　哲		9/17/14

		P		①		他委託		高エネ研電子陽電子入射器棟Ａ１ギャラリー実験用分電盤移設工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通2		0		0		972,000		（株）協和エレックス		A0C25P6021278		A14016141		A14016141		8/8/14		随意契約		8/29/14		福田　幸子		大澤　　哲		8/29/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士トンネル直線部（大穂側）クレーンハンガーレール他改修		運交金-加三・四-B運転(B運営)-KEKB共通		0		0		432,000		（株）神内電機製作所		A0C28B603106F		A14010499		A14010499		6/23/14		随意契約		6/30/14		佐藤　正和		三増　俊広		6/30/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ７高周波実験棟天井間詰剥離部応急対応工事		運交金-加三・四-B運転(B運営)-KEKB共通		0		0		500,040		(株)羽原工務店		A0C28B603106F		A14011131		A14011131		6/3/14		随意契約		7/4/14		福田　幸子		三増　俊広		7/4/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D8電源棟等非常用出入口扉改修工事		運交金-加三・四-B運転(B運営)-KEKB共通		0		0		333,180		(株)山三		A0C28B603106F		A14017347				8/25/14		随意契約		11/21/14		福田　幸子		峯　秀介		11/25/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ東実験棟等建具補修工事		運交金-加三・四-B運転(B運営)-KEKB共通		0		0		43,200		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		A0C28B603106F		A14027155				11/5/14		随意契約		2/6/15		佐藤　正和		長橋　進也		2/6/15

		P		①		他委託		高エネ研KEKBトンネル（Ｄ２直線部）照明器具移設工事		運交金-加三・四-B運転(B運営)-KEKB共通		0		0		59,400		（有）森田電気商会		A0C28B6031078		A14015855		A14015855		8/18/14		随意契約		8/28/14		福田　幸子		徳田　登		8/29/14

		P		①		他委託		高エネ研DR電源棟電源室実験用分電盤移設工事		運交金-加三・四-B運転(B運営)-RFシステム		0		0		91,800		(株)弘電社		A0C28B6031278		A14017650		A14017650		9/10/14		随意契約		10/3/14		福田　幸子		渡邉　謙		10/3/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研40MeVﾗｲﾝ電源棟ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機配管修理		運交金-加七-PS維持(大強度)-物件費		0		0		81,000		日本空調サービス（株）筑波支店		A0C27J601106F		A14015856		A14015856		8/11/14		随意契約		8/28/14		佐藤　正和		髙山　健		8/28/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟屋上高層部防水補修工事		運交金-加七-光源運転経費(PF)-共通経費		0		0		972,000		水戸屋建設(株)		A0C27P603176F		A14009305		A14009305		5/1/14		随意契約		8/4/14		福田　幸子		野上　隆史		7/25/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ東実験棟等建具補修工事		運交金-加七-光源運転経費(PF)-共通経費		0		0		345,600		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		A0C27P603176F		A14027155				11/5/14		随意契約		2/6/15		佐藤　正和		長橋　進也		2/6/15

		P		①		他委託		高エネ研管理棟財務部事務室等構内電話回線移設その他工事		運交金-加七-光源運転経費(PF)-共通経費		0		0		32,400		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0C27P6031778		A14006094				4/1/14		随意契約		5/16/14		福田　幸子		小林　幸則		5/16/14

		-		①		建設仮		高エネ研（吾妻）職員宿舎807号棟風呂釜等取替工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		11,286,000		カンキ工業（有）		A0E41S6041011		A14009755		A14009755		8/29/14		一般競争契約		12/17/14		佐藤　正和		齋木　武		1/16/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-201宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		328,104		赤塚工業（株）		A0E41S604106F		A14000363		A14000363		4/1/14		随意契約		4/4/14		福田　幸子		齋木　武		4/4/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-204宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		4,860		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14003701		A14003701		4/3/14		随意契約		4/18/14		福田　幸子		齋木　武		4/18/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-808宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		58,860		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14003705		A14003705		4/3/14		随意契約		4/24/14		福田　幸子		齋木　武		4/23/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-103宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		3,780		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14003708		A14003708		4/7/14		随意契約		4/18/14		福田　幸子		齋木　武		4/18/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-102宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		463,752		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14003711		A14003711		4/14/14		随意契約		4/24/14		福田　幸子		齋木　武		4/23/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-801宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		42,515		筑波学園ガス（株）		A0E41S604106F		A14004817		A14004817		4/28/14		随意契約		5/1/14		佐藤　正和		齋木　武		4/28/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-506宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		144,612		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14006489		A14006489		5/27/14		随意契約		5/30/14		佐藤　正和		齋木　武		5/30/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-107宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		28,296		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14006089		A14006089		5/29/14		随意契約		6/23/14		佐藤　正和		齋木　武		6/23/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-406宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		34,668		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14006495		A14006495		5/29/14		随意契約		6/13/14		佐藤　正和		齋木　武		6/13/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-304宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,280		（株）司電工		A0E41S604106F		A14009916		A14009916		6/18/14		随意契約		6/30/14		佐藤　正和		齋木　武		6/29/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-503宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		489,240		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14011427		A14011427		7/2/14		随意契約		7/18/14		佐藤　正和		齋木　武		7/18/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目706-202宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		967,680		赤塚工業（株）		A0E41S604106F		A14006811		A14006811		6/18/14		随意契約		7/22/14		佐藤　正和		齋木　武		7/22/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目811棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		114,372		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14006088		A14006088		5/29/14		随意契約		7/4/14		佐藤　正和		齋木　武		7/4/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎807号棟浴室改修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		2,462,400		（株）神山		A0E41S604106F		A14009753		A14009753		8/29/14		一般競争契約		12/16/14		佐藤　正和		齋木　武		1/16/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807棟浴室給水管工事（空家）		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		369,252		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14009761		A14009761		6/18/14		随意契約		8/22/14		佐藤　正和		齋木　武		8/22/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-202宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,010		(有)黒澤襖店		A0E41S604106F		A14014999		A14014999		8/20/14		随意契約		8/25/14		佐藤　正和		齋木　武		8/29/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-303宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		153,792		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14015001		A14015001		8/20/14		随意契約		8/25/14		佐藤　正和		齋木　武		8/25/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目705-202給湯器交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		125,280		筑波学園ガス（株）		A0E41S604106F		A14006213		A14006213		6/13/14		随意契約		9/1/14		佐藤　正和		齋木　武		7/3/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎805号棟エレベーターシャフト外壁補修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		4,190,400		（株）塚本建装		A0E41S604106F		A14000357-02		A14000357-02		7/18/14		随意契約		10/24/14		福田　幸子		齋木　武		10/27/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807棟入居戸浴室給水管補修		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		769,824		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14009756		A14009756		6/18/14		随意契約		9/9/14		佐藤　正和		齋木　武		9/6/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-404宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		22,140		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14018257		A14018257		9/10/14		随意契約		9/16/14		佐藤　正和		齋木　武		9/16/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-702宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		326,160		赤塚工業（株）		A0E41S604106F		A14015000		A14015000		8/20/14		随意契約		9/5/14		佐藤　正和		齋木　武		9/5/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目706-202給湯器交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		125,280		筑波学園ガス（株）		A0E41S604106F		A14018400		A14018400		9/11/14		随意契約		9/16/14		佐藤　正和		齋木　武		9/16/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-203宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		26,676		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14007355		A14007355		8/20/14		随意契約		9/9/14		佐藤　正和		齋木　武		9/8/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703-101給湯器交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		125,280		筑波学園ガス（株）		A0E41S604106F		A14019149		A14019149		9/18/14		随意契約		9/26/14		佐藤　正和		齋木　武		9/29/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-401宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		30,240		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14020119		A14020119		9/26/14		随意契約		10/3/14		佐藤　正和		齋木　武		10/3/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-102室系統立管修繕工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		120,960		高橋興業（株）		A0E41S604106F		A14022945		A14022945		10/20/14		随意契約		11/7/14		佐藤　正和		齋木　武		11/7/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-710宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		213,300		赤塚工業（株）		A0E41S604106F		A14020581		A14020581		10/2/14		随意契約		11/25/14		佐藤　正和		齋木　武		11/25/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-202宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		376,056		(有)黒澤襖店		A0E41S604106F		A14020284		A14020284		10/2/14		随意契約		11/17/14		佐藤　正和		齋木　武		11/15/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎804-303ガス配管修理仮設配管工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		23,112		筑波学園ガス（株）		A0E41S604106F		A14029448		A14029448		12/10/14		随意契約		12/10/14		佐藤　正和		齋木　武		12/10/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎修繕（806-707、807-301、807-507）		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		633,960		赤塚工業（株）		A0E41S604106F		A14025670		A14025670		11/19/14		随意契約		12/19/14		佐藤　正和		齋木　武		12/19/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎修繕（805-607、807-503）		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		423,036		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14025668		A14025668		11/19/14		随意契約		12/12/14		佐藤　正和		齋木　武		12/15/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-105宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		532,764		(有)黒澤襖店		A0E41S604106F		A14025666		A14025666		11/19/14		随意契約		12/12/14		佐藤　正和		齋木　武		12/12/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-709宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		19,548		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14029585		A14029585		12/25/14		随意契約		12/25/14		佐藤　正和		齋木　武		12/25/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-507宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		21,654		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14028936		A14028936		12/18/14		随意契約		12/19/14		佐藤　正和		齋木　武		12/19/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-704宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		160,164		赤塚工業（株）		A0E41S604106F		A14030655		A14030655		1/9/15		随意契約		1/23/15		佐藤　正和		齋木　武		1/23/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員宿舎修繕（吾妻2丁目806-308、806-506）		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		197,964		赤塚工業（株）		A0E41S604106F		A14029437		A14029437		12/24/14		随意契約		1/26/15		佐藤　正和		齋木　武		1/26/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1003宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		16,632		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14030648		A14030648		1/9/15		随意契約		1/26/15		佐藤　正和		齋木　武		1/31/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎806号棟汚水排水管改修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		864,000		(株)カタオカエンジニアリング		A0E41S604106F		A14036381		A14036381		2/20/15		随意契約		3/24/15		佐藤　正和		齋木　武		3/25/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目706-202宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		62,964		赤塚工業（株）		A0E41S604106F		A14033504		A14033504		2/12/15		随意契約		2/24/15		佐藤　正和		齋木　武		2/24/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-202宿舎ガス漏洩修理		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		16,956		筑波学園ガス（株）		A0E41S604106F		A14034538		A14034538		2/4/15		随意契約		2/4/15		佐藤　正和		齋木　武		2/4/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員宿舎修繕（吾妻2丁目802-202、804-403）		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		75,121		(有)黒澤襖店		A0E41S604106F		A14029441		A14029441		12/24/14		随意契約		2/27/15		佐藤　正和		齋木　武		2/27/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目701-202、703-202、706-201給湯器交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		375,840		筑波学園ガス（株）		A0E41S604106F		A14030592		A14030592		1/8/15		随意契約		2/20/15		佐藤　正和		齋木　武		2/28/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員宿舎修繕（吾妻２丁目804-204、804-302、804-402、吾妻４丁目201-414、201-610）		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		677,116		(有)黒澤襖店		A0E41S604106F		A14029888		A14029888		12/26/14		随意契約		2/27/15		佐藤　正和		齋木　武		2/27/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎804-303都市ガス漏洩修繕工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		391,392		筑波学園ガス（株）		A0E41S604106F		A14030435		A14030435		1/7/15		随意契約		2/27/15		佐藤　正和		齋木　武		2/28/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎804-204都市ガス漏洩修繕工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		391,392		筑波学園ガス（株）		A0E41S604106F		A14030512		A14030512		1/14/15		随意契約		2/27/15		佐藤　正和		齋木　武		2/28/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811-104給湯器取替工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		291,600		筑波学園ガス（株）		A0E41S604106F		A14035905		A14035905		2/17/15		随意契約		2/27/15		佐藤　正和		齋木　武		3/6/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1204宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		408,024		赤塚工業（株）		A0E41S604106F		A14032694		A14032694		1/23/15		随意契約		3/4/15		佐藤　正和		齋木　武		3/4/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員宿舎修繕（吾妻２丁目801-402、807-107、吾妻４丁目201-210、201-503、201-709）		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		849,852		赤塚工業（株）		A0E41S604106F		A14031643		A14031643		1/16/15		随意契約		3/3/15		佐藤　正和		齋木　武		3/3/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟浴室パン取替(805-205、805-207、805-601)		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		829,440		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14032704		A14032704		2/4/15		随意契約		3/18/15		福田　幸子		齋木　武		3/20/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟浴室パン取替(805-1006、805-1010、805-1206)		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		834,840		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14034468		A14034468		2/4/15		随意契約		3/18/15		福田　幸子		齋木　武		3/20/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-304宿舎漏水修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		92,772		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14040238		A14040238		3/25/15		随意契約		3/26/15		佐藤　正和		齋木　武		3/31/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-402水道栓漏水修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		4,320		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14040237		A14040237		3/25/15		随意契約		3/26/15		佐藤　正和		齋木　武		3/31/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目724-101宿舎トイレ水漏れ修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		16,200		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14039994		A14039994		3/24/15		随意契約		3/25/15		佐藤　正和		齋木　武		3/27/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-103、吾妻４丁目201-118、201-618宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		267,840		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14034799		A14034799		2/5/15		随意契約		3/16/15		佐藤　正和		齋木　武		3/16/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟浴室給水管補修（空室）		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		653,292		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14034587		A14034587		2/4/15		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		齋木　武		3/20/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２・４丁目宿舎９室１共用部修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		426,924		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14032711		A14032711		1/23/15		随意契約		3/23/15		佐藤　正和		齋木　武		3/23/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員宿舎修繕（吾妻２丁目804-304、805-606、805-610、竹園３丁目701-202、703-202、705-202）		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		795,636		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14031648		A14031648		1/16/15		随意契約		3/25/15		佐藤　正和		齋木　武		3/25/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員宿舎修繕（吾妻2丁目807-104、807-109、807-302、吾妻4丁目201-515、201-601、201-616）		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		254,880		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14029430		A14029430		12/24/14		随意契約		3/13/15		佐藤　正和		齋木　武		3/13/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目住宅807棟外部汚水管改修及び木根除去洗浄清掃		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		599,400		高橋興業（株）		A0E41S604106F		A14037495		A14037495		3/4/15		随意契約		3/26/15		佐藤　正和		齋木　武		3/26/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-804風呂釜修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		29,872		筑波学園ガス（株）		A0E41S604106F		A14038090		A14038090		3/3/15		随意契約		3/3/15		佐藤　正和		齋木　武		3/3/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎805号棟風呂釜等取替工事（６室）		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		939,600		カンキ工業（有）		A0E41S604106F		A14037577		A14037577		2/27/15		随意契約		3/27/15		佐藤　正和		齋木　武		3/27/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目住宅801棟等電気引込管腐食修繕工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		446,040		（株）須藤電気商会		A0E41S604106F		A14032713		A14032713		1/23/15		随意契約		3/26/15		佐藤　正和		齋木　武		3/26/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員宿舎修繕（吾妻２丁目802-103、806-301、806-708、竹園３丁目724-101）		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		621,972		(有)黒澤襖店		A0E41S604106F		A14031646		A14031646		1/16/15		随意契約		3/2/15		佐藤　正和		齋木　武		3/2/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目724-101宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		108,000		(有)黒澤襖店		A0E41S604106F		A14040007		A14040007		3/24/15		随意契約		3/27/15		佐藤　正和		齋木　武		3/27/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目724棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		18,079		(有)黒澤襖店		A0E41S604106F		A14040248		A14040248		3/25/15		随意契約		3/31/15		佐藤　正和		齋木　武		3/31/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-204宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		291,016		(有)黒澤襖店		A0E41S604106F		A14037303		A14037303		2/27/15		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		齋木　武		3/20/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-202、201-608、201-617、201-707宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		161,568		(有)黒澤襖店		A0E41S604106F		A14032695		A14032695		1/23/15		随意契約		3/13/15		佐藤　正和		齋木　武		3/13/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201棟宿舎外壁爆裂補修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		149,040		（株）塚本建装		A0E41S604106F		A14035988		A14035988		2/17/15		随意契約		3/2/15		佐藤　正和		齋木　武		3/20/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目２０１棟職員宿舎駐輪場塗装工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		718,200		（株）塚本建装		A0E41S604106F		A14036098		A14036098		2/18/15		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		齋木　武		3/24/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎805棟浴室改修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		432,000		（株）神山		A0E41S604106F		A14037512		A14037512		2/27/15		随意契約		3/30/15		佐藤　正和		齋木　武		3/28/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-201、805-801漏水補修修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		949,428		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14032709		A14032709		1/23/15		随意契約		3/27/15		佐藤　正和		齋木　武		3/27/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目811-105他6室宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		789,264		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14035318		A14035318		2/10/15		随意契約		3/30/15		佐藤　正和		齋木　武		3/30/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-308、201-512、201-715宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		285,984		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14036075		A14036075		2/18/15		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		齋木　武		3/20/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-503修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		15,120		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14040333		A14040333		3/27/15		随意契約		3/27/15		佐藤　正和		齋木　武		3/27/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-115宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		10,260		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14040504		A14040504		3/31/15		随意契約		3/31/15		佐藤　正和		齋木　武		3/31/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201棟7階職員宿舎壁面他３か所塗装修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		53,244		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14036199		A14036199		2/4/15		随意契約		3/30/15		佐藤　正和		齋木　武		3/30/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811-102給湯器取替工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		291,600		筑波学園ガス（株）		A0E41S604106F		A14038322		A14038322		3/5/15		随意契約		3/31/15		佐藤　正和		齋木　武		3/31/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-801宿舎給湯器修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		5,940		筑波学園ガス（株）		A0E41S604106F		A14040249		A14040249		3/24/15		随意契約		3/24/15		佐藤　正和		齋木　武		3/24/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-404他５室職員宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		162,108		（有）三田建設工業		A0E41S604106F		A14036180		A14036180		2/18/15		随意契約		3/30/15		佐藤　正和		齋木　武		3/30/15

		-		①		備品費		高エネ研吾妻２丁目805号棟風呂釜等納品（４室分）		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		820,800		カンキ工業（有）		A0E41S6041047		A14034437		A14034437		1/29/15		随意契約		3/20/15		福田　幸子		齋木　武		3/20/15

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研2号館304室等構内電話回線移設その他工事		運交金-管理局-物件費(一般)-研究協力課		0		0		15,660		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E41S6021478		A14011715				6/10/14		随意契約		6/30/14		福田　幸子		塚本　智		6/30/14

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研管理棟財務部事務室等構内電話回線移設その他工事		運交金-管理局-物件費(一般)-主計課		0		0		32,940		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E41S6021678		A14006094				4/1/14		随意契約		5/16/14		福田　幸子		小林　幸則		5/16/14

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研管理棟財務部事務室等多機能電話回線移設その他工事		運交金-管理局-物件費(一般)-主計課		0		0		31,050		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E41S6021678		A14029488				12/4/14		随意契約		12/22/14		佐藤　正和		日下田　修二		12/22/14

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研管理棟財務部事務室等構内電話回線移設その他工事		運交金-管理局-物件費(一般)-総務課		0		0		31,320		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E41S6021078		A14006094				4/1/14		随意契約		5/16/14		福田　幸子		小林　幸則		5/16/14

		長 チョウ		①		その他修繕費		高エネ研第３工作棟測定準備室空調機他取替工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		972,000		東洋プラント工業（株）		A0D14S60b106I		A14012168		A14012168		9/3/14		随意契約		10/22/14		佐藤　正和		山中　将		10/29/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１低温棟トイレ等電灯設備改修工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		61,560		東進電気(株)　取手支店		A0D14S60b106F		A14009261				5/21/14		随意契約		6/27/14		福田　幸子		中本　建志		6/27/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研工作棟材料倉庫とい交換工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		594,000		水戸屋建設(株)		A0D14S60b106F		A14010281		A14010281		6/16/14		随意契約		8/4/14		福田　幸子		山中　将		8/1/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第二工作棟玄関庇取設工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		453,600		古谷建設（株）		A0D14S60b106F		A14008837		A14008837		6/4/14		随意契約		7/23/14		福田　幸子		山中　将		7/22/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第３工作棟測定準備室内装補修工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		367,200		古谷建設（株）		A0D14S60b106F		A14012166		A14012166		7/25/14		随意契約		10/7/14		福田　幸子		山中　将		10/7/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第３工作棟測定準備室空調機用電源取設工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		131,760		メイデン（株）		A0D14S60b106F		A14012169		A14012169		9/24/14		随意契約		10/20/14		福田　幸子		山中　将		10/24/14

		P		①		他委託		高エネ研2号館304室等構内電話回線移設その他工事		運交金-機構共通-ILC準備室(裁量)-物件費		0		0		15,660		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E51S6T51078		A14011715				6/10/14		随意契約		6/30/14		福田　幸子		塚本　智		6/30/14

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研2号館304室等構内電話回線移設その他工事		運交金-機構共通-研究支援戦略推進部(裁量)-物件費		0		0		30,780		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E51S6T21078		A14011715				6/10/14		随意契約		6/30/14		福田　幸子		塚本　智		6/30/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟等自動ドアタッチセンサー改修工事		運交金-機構共通-自動ドア不正侵入対策(裁量)-物件費		0		0		515,160		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		A0E51S6Tg106F		A14028273		A14028273		1/5/15		随意契約		3/31/15		佐藤　正和		小髙　美里		3/31/15

		長 チョウ		①		その他修繕費		高エネ研（東海）東海２号館男子トイレ鍵修理		運交金-機構共通-東海運営費(一般)-物件費		0		0		16,200		東康建設工業（株）		A0E51S662106I		A14040229		A14040229		3/25/15		随意契約		3/27/15		佐藤　正和		山口　陽		3/27/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟167室等空調機更新工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		1,350,000		（株）筑波テクノス		A0D12S608116F		A14011958		A14011958		8/1/14		随意契約		8/29/14		佐藤　正和		柿原　春美		8/29/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟給湯室コンセント取設工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		140,400		（有）信濃電設		A0D12S608116F		A14007042		A14007042		7/14/14		随意契約		8/22/14		福田　幸子		柿原　春美		8/22/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟第２会議室空調機取替工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		496,800		日本空調サービス（株）筑波支店		A0D12S608116F		A14026144		A14026144		11/19/14		随意契約		12/26/14		佐藤　正和		柿原　春美		12/26/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟160室空調機取替工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		496,800		日本空調サービス（株）筑波支店		A0D12S608116F		A14030363		A14030363		1/9/15		随意契約		1/30/15		佐藤　正和		柿原　春美		1/30/15

		P		①		移設撤去 イセツ テッキョ		高エネ研先端加速器試験棟北側機械室実験冷却水配管撤去工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		194,400		カンキ工業（有）		A0E31BP612090		A14022806		A14022806		10/22/14		随意契約		11/7/14		佐藤　正和		小川　一弘		11/7/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟機械室マグネット系統純水冷却水漏水修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		124,200		新菱冷熱工業（株）		A0E31BP61206F		A14000406		A14000406		4/8/14		随意契約		4/25/14		佐藤　正和		髙巣　友和		4/25/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟機械室未処理水ポンプ(CP-1-2)電動機取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		972,000		（株）増田鉄工場東京支店		A0E31BP61206F		A14003690		A14003690		4/23/14		随意契約		7/24/14		佐藤　正和		髙巣　友和		7/18/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギーセンター和室ルームエアコン取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		216,000		カンキ工業（有）		A0E31BP61206F		A14004943		A14004943		5/7/14		随意契約		6/20/14		佐藤　正和		國府田　正彦		6/20/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢコントロール棟機械室空調機（ＡＣ－１）修理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		207,360		（株）東洋製作所筑波営業所		A0E31BP61206F		A14003737		A14003737		5/1/14		随意契約		5/15/14		佐藤　正和		髙巣　友和		5/16/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟機械室温水ポンプ(HP-4-2・5-2)取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		810,000		カンキ工業（有）		A0E31BP61206F		A14005693		A14005693		5/15/14		随意契約		6/26/14		佐藤　正和		髙巣　友和		6/20/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟機械室未処理水ポンプ(CP-1-1)電動機取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		972,000		（株）増田鉄工場東京支店		A0E31BP61206F		A14007854		A14007854		5/28/14		随意契約		7/24/14		佐藤　正和		髙巣　友和		7/25/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ西実験棟等屋外冷却水配管支持補強他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		598,320		（有）佐藤管理工業		A0E31BP61206F		A14014240		A14014240		7/29/14		随意契約		8/26/14		佐藤　正和		髙巣　友和		8/29/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟１階機械室等排風機（NK-EF-2）他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		993,600		（有）佐藤管理工業		A0E31BP61206F		A14014993		A14014993		8/1/14		随意契約		9/10/14		佐藤　正和		髙巣　友和		9/12/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ北西実験棟実験ホール内ダクト取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		576,720		新菱冷熱工業（株）		A0E31BP61206F		A14017371		A14017371		8/19/14		随意契約		9/24/14		佐藤　正和		髙巣　友和		9/26/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光ポンプ室ヘリウム冷凍機用冷却塔（ＣＴ－１－４）他散水ポンプ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		637,200		東洋プラント工業（株）		A0E31BP61206F		A14017594		A14017594		9/3/14		随意契約		9/30/14		佐藤　正和		髙巣　友和		9/30/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟機械室（M1）温水用弁類交換工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		897,480		新菱冷熱工業（株）筑波営業所		A0E31BP61206F		A14018838		A14018838		9/9/14		随意契約		9/26/14		佐藤　正和		鈴木　久		9/30/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟機械室（Ｍ１）冷水ヘッダー用弁類交換工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		967,680		新菱冷熱工業（株）筑波営業所		A0E31BP61206F		A14019509		A14019509		9/16/14		随意契約		10/3/14		佐藤　正和		鈴木　久		10/10/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ６ＳＭ３補助機械棟防火ダンパー操作部交換工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		162,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0E31BP61206F		A14021674		A14021674		10/9/14		随意契約		10/29/14		佐藤　正和		鈴木　久		10/31/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギーセンター冷水二次ポンプ系統バイパス二方弁他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		982,800		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BP61206F		A14022742		A14022742		10/20/14		随意契約		12/25/14		佐藤　正和		鈴木　久		12/25/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ４電源棟排水管漏水修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		233,280		（有）佐藤管理工業		A0E31BP61206F		A14023514		A14023514		10/28/14		随意契約		11/4/14		佐藤　正和		髙巣　友和		11/12/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・12C搬入棟屋外排水管改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		907,200		（株）楠原管工業		A0E31BP61206F		A14023235		A14023235		10/23/14		随意契約		11/25/14		佐藤　正和		鈴木　久		11/28/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟他熱交換器制御用空気式二方弁等取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,268,000		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BP61206F		A14023341		A14023341		11/17/14		随意契約		1/29/15		佐藤　正和		鈴木　久		1/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR東実験棟他空気調和機（ＡＥ－ＡＣ－１）冷水二方弁等取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		993,600		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BP61206F		A14026125		A14026125		11/4/14		随意契約		1/29/15		佐藤　正和		鈴木　久		1/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟他温水用膨脹配管修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		982,800		カンキ工業（有）		A0E31BP61206F		A14027196		A14027196		12/2/14		随意契約		12/25/14		佐藤　正和		鈴木　久		12/25/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟純水Ｃ系統差圧制御用空気式二方弁修理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		432,000		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BP61206F		A14027311		A14027311		12/1/14		随意契約		2/18/15		佐藤　正和		鈴木　久		2/27/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ７電源棟等排水ポンプ取替他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		259,200		（株）サマリヤエンジニアリング		A0E31BP61206F		A14027798		A14027798		12/3/14		随意契約		12/24/14		佐藤　正和		髙巣　友和		12/24/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ地区等窒素ボンベ固定金具取付工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		516,240		（有）佐藤管理工業		A0E31BP61206F		A14028006		A14028006		12/8/14		随意契約		12/19/14		佐藤　正和		髙巣　友和		12/25/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟給水ポンプ（ＦＭーＰＰＵ－２）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		997,920		新菱冷熱工業（株）筑波営業所		A0E31BP61206F		A14028537		A14028537		12/12/14		随意契約		2/18/15		佐藤　正和		鈴木　久		2/27/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ電源棟Ｍ７機械室Ｃ系統冷水配管漏水修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		189,000		新菱冷熱工業（株）筑波営業所		A0E31BP61206F		A14029784		A14029784		12/25/14		随意契約		1/16/15		佐藤　正和		髙巣　友和		1/19/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟給水ポンプ（ＦＭーＰＰＵ－1）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		997,920		新菱冷熱工業（株）筑波営業所		A0E31BP61206F		A14030377		A14030377		1/7/15		随意契約		2/20/15		佐藤　正和		鈴木　久		2/27/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ８電源棟制御室パッケージ形空調機改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		10,692,000		カンキ工業（有）		A0E31BP61206F		A14027306		A14027306		1/23/15		一般競争契約		3/27/15		佐藤　正和		小川　一弘		3/27/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟空気調和機（ＡＣ－５）コイル漏水修理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		184,680		（株）東洋製作所筑波営業所		A0E31BP61206F		A14033456		A14033456		1/13/15		随意契約		2/6/15		佐藤　正和		髙巣　友和		2/10/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟機械室動力盤（ＣＰ－２－６）改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		842,400		（株）東邦製作所		A0E31BP61206F		A14033452		A14033452		1/26/15		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		髙巣　友和		3/20/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波第１コンプレッサー棟冷却塔（ＣＴ－１）用ラインポンプ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		210,600		（有）佐藤管理工業		A0E31BP61206F		A14033457		A14033457		1/14/15		随意契約		1/30/15		佐藤　正和		髙巣　友和		2/10/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟等空冷式冷却塔（ＣＴ－５）他冷却水仕切弁取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		702,000		カンキ工業（有）		A0E31BP61206F		A14033459		A14033459		1/15/15		随意契約		2/18/15		佐藤　正和		髙巣　友和		2/17/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟機械室純水冷却水ポンプ(PWP-4-1)用インバーター改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		764,640		（株）東邦製作所		A0E31BP61206F		A14034874		A14034874		2/6/15		随意契約		3/27/15		佐藤　正和		髙巣　友和		3/27/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ１１機械室冷水二方弁他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		950,400		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BP61206F		A14030482		A14030482		1/28/15		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		3/25/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟他純水精製装置（ＯＭ－ＰＷＵ－１）空気式二方弁取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		999,000		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BP61206F		A14035654		A14035654		2/10/15		随意契約		3/27/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		3/27/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟器具庫空調機取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		598,320		（株）楠原管工業		A0E31BP61206F		A14037801		A14037801		2/18/15		随意契約		3/27/15		佐藤　正和		小川　一弘		3/27/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟実験準備室空調機取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		734,400		（株）楠原管工業		A0E31BP61206F		A14038371		A14038371		2/27/15		随意契約		3/26/15		佐藤　正和		小川　一弘		3/26/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ３機械室冷却塔（ＰＣＴ－Ｃ）漏水修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		216,000		空研工業（株）東京支店		A0E31BP61206F		A14038613		A14038613		3/4/15		随意契約		3/27/15		佐藤　正和		髙巣　友和		3/27/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン給水管漏水修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		194,400		東洋プラント工業（株）		A0E31BP61206F		A14038624		A14038624		3/3/15		随意契約		3/16/15		佐藤　正和		髙巣　友和		3/18/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ南実験棟電源室市水系統等デジタル指示調節計取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		993,600		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BP61206F		A14030480		A14030480		12/24/14		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		3/20/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟２階監視室高所天井蛍光灯安定器他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		194,400		（有）森田電気商会		A0E31BP61106F		A14018499		A14018499		8/27/14		随意契約		9/12/14		福田　幸子		氏家　和輝		9/16/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟等誘導灯他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		756,000		（有）信濃電設		A0E31BP61106F		A14023014		A14023014		10/21/14		随意契約		12/19/14		佐藤　正和		伊藤　博		12/19/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟1階第2ｾｸﾀｰ実験盤改修その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		746,280		(株)八重洲電業社		A0E31BP61106F		A14027498		A14027498		12/1/14		随意契約		12/26/14		佐藤　正和		塚本　智		12/26/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟等照明器具安定器取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		309,960		高橋興業（株）		A0E31BP61106F		A14036649		A14036649		2/19/15		随意契約		3/13/15		佐藤　正和		氏家　和輝		3/13/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター風除室東側外部自動ドア補修工事		運交金-施設部-交流センター自動ドア補修(裁量)-物件費		0		0		245,160		(株)山三		A0E31S6Tk106F		A14036320		A14036320		2/18/15		随意契約		3/18/15		佐藤　正和		赤池　健		3/25/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟屋外汚水排水ポンプ(ODP-6-1,2)取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		621,000		カンキ工業（有）		A0E31S681306F		A14005118		A14005118		5/7/14		随意契約		6/6/14		佐藤　正和		髙巣　友和		6/6/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター男子便所大便器修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		23,760		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　茨城営業所		A0E31S681306F		A14004700		A14004700		5/7/14		随意契約		5/16/14		佐藤　正和		髙巣　友和		5/16/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ加速器準備棟１０６室エアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		678,240		（有）佐藤管理工業		A0E31S681306F		A14004945		A14004945		4/21/14		随意契約		5/27/14		佐藤　正和		國府田　正彦		6/20/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研加速器南実験棟シャワー室配管改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		316,440		（有）佐藤管理工業		A0E31S681306F		A14008735		A14008735		6/6/14		随意契約		6/20/14		佐藤　正和		髙巣　友和		6/25/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研主リング系統屋外市水配管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		498,960		（有）佐藤管理工業		A0E31S681306F		A14016025		A14016025		8/19/14		随意契約		9/10/14		佐藤　正和		鈴木　久		9/25/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKBコントロール棟西側屋外市水管漏水応急修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		345,600		カンキ工業（有）		A0E31S681306F		A14016455		A14016455		8/22/14		随意契約		8/29/14		佐藤　正和		鈴木　久		8/29/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区屋内消火栓用逆止弁取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		108,000		カンキ工業（有）		A0E31S681306F		A14016513		A14016513		8/26/14		随意契約		9/5/14		佐藤　正和		髙巣　友和		9/5/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区屋外消火栓ポンプ取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		982,800		カンキ工業（有）		A0E31S681306F		A14018846		A14018846		9/8/14		随意契約		12/15/14		佐藤　正和		鈴木　久		12/10/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１工作棟便所手洗い器取付工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		65,880		（株）楠原管工業		A0E31S681306F		A14022146		A14022146		10/10/14		随意契約		10/30/14		佐藤　正和		髙巣　友和		10/29/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第1工作棟屋内消火栓配管改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		356,400		カンキ工業（有）		A0E31S681306F		A14023800		A14023800		10/29/14		随意契約		11/25/14		佐藤　正和		鈴木　久		11/25/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区給水管等漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		669,600		カンキ工業（有）		A0E31S681306F		A14023026		A14023026		10/23/14		随意契約		11/20/14		佐藤　正和		鈴木　久		11/20/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研物品管理庫控室（１）空調機取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		429,840		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31S681306F		A14025837		A14025837		11/19/14		随意契約		12/26/14		佐藤　正和		小川　一弘		12/26/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館４階手洗い器排水管漏水等修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		52,920		(株)テックフィールド		A0E31S681306F		A14025977		A14025977		11/6/14		随意契約		12/9/14		佐藤　正和		髙巣　友和		12/12/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢコントロール棟市水配管改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		993,600		カンキ工業（有）		A0E31S681306F		A14026002		A14026002		11/21/14		随意契約		12/25/14		佐藤　正和		鈴木　久		12/25/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ井水ポンプ室井水給水ポンプ用インバータ他交換		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		529,200		㈱日立産機システム　茨城サービスグループ		A0E31S681306F		A14027308		A14027308		12/2/14		随意契約		2/17/15		佐藤　正和		鈴木　久		2/20/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギーセンター屋外消火栓始動器等取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		126,360		能美防災(株) 茨城支社		A0E31S681306F		A14029325		A14029325		12/18/14		随意契約		1/15/15		佐藤　正和		鈴木　久		1/20/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS加速器準備棟納品検収センター等防水補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		496,800		水戸屋建設(株)		A0E31S681106F		A14010108				5/13/14		随意契約		6/9/14		福田　幸子		赤池　健		6/4/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟総務部南側たて樋改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		475,200		水戸屋建設(株)		A0E31S681106F		A14007350		A14007350		5/23/14		随意契約		6/19/14		福田　幸子		赤池　健		6/18/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研物品管理庫控室(2)本締付モノロック錠交換工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		15,120		つくばキーセンター　沢辺良太		A0E31S681106F		A14015045		A14015045		8/7/14		随意契約		8/29/14		福田　幸子		赤池　健		9/30/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超電導・低温・真空実験棟大実験室天井補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		678,240		(株）共進工業		A0E31S681106F		A14007250		A14007250		5/26/14		随意契約		10/10/14		福田　幸子		松本　利男		10/10/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D8電源棟等非常用出入口扉改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		333,180		(株)山三		A0E31S681106F		A14017347				8/25/14		随意契約		11/21/14		福田　幸子		峯　秀介		11/25/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS加速器準備棟納品検収ｾﾝﾀｰ床補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		86,400		（株）近藤工務店		A0E31S681106F		A14015053		A14015053		8/7/14		随意契約		9/30/14		福田　幸子		赤池　健		9/30/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟施設部玄関花壇内たて樋改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		280,800		水戸屋建設(株)		A0E31S681106F		A14022479		A14022479		10/20/14		随意契約		11/6/14		佐藤　正和		赤池　健		11/21/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・6Ｃ搬入棟屋上防水改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		106,400		水戸屋建設(株)		A0E31S681106F		A14024461				10/23/14		随意契約		12/25/14		佐藤　正和		髙橋　誠		12/25/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研加速器テント倉庫屋根部シート補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		155,520		(株）共進工業		A0E31S681106F		A14025878		A14025878		11/14/14		随意契約		12/16/14		佐藤　正和		玉盛　絵里香		12/12/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館玄関前庇軒天井補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		191,160		(株）共進工業		A0E31S681106F		A14024516		A14024516		11/7/14		随意契約		11/28/14		佐藤　正和		玉盛　絵里香		11/28/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構内道路ハンプ塗装改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		172,800		（株）ミヤモト開発		A0E31S681106F		A14032482		A14032482		1/22/15		随意契約		2/18/15		佐藤　正和		赤池　健		2/27/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研1号館1階男子トイレ手すり取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		313,200		（株）近藤工務店		A0E31S681106F		A14031844		A14031844		1/20/15		随意契約		3/2/15		佐藤　正和		玉盛　絵里香		2/27/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研化学実験棟化学実験室４南側外壁補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		294,840		（株）近藤工務店		A0E31S681106F		A14034231		A14034231		2/3/15		随意契約		3/17/15		佐藤　正和		赤池　健		3/17/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター喫茶室等照明スイッチ取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		82,080		（株）須藤電気商会		A0E31S681206F		A14001050		A14001050		4/14/14		随意契約		4/24/14		福田　幸子		塚本　智		4/24/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研2号館304室等構内電話回線移設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		30,780		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E31S681206F		A14011715				6/10/14		随意契約		6/30/14		福田　幸子		塚本　智		6/30/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ERL開発棟等構内拡声設備調整その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		116,640		サン電気通信		A0E31S681206F		A14012388		A14012388		6/9/14		随意契約		7/4/14		福田　幸子		塚本　智		7/11/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射性試料測定棟等誘導灯他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		345,600		（株）須藤電気商会		A0E31S681206F		A14015128		A14015128		8/4/14		随意契約		10/3/14		福田　幸子		伊藤　博		9/26/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟施設部事務室構内情報通信網設備用配線その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		102,600		（株）須藤電気商会		A0E31S681206F		A14015465		A14015465		8/4/14		随意契約		8/22/14		福田　幸子		塚本　智		8/22/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟等昇降機設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		993,600		日本エレベーター製造（株）		A0E31S681206F		A14015129		A14015129		7/17/14		随意契約		10/16/14		福田　幸子		伊藤　博		10/24/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館構内交換装置PHS基地局収容基板改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		334,800		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E31S681206F		A14020525		A14020525		9/25/14		随意契約		10/17/14		福田　幸子		塚本　智		10/17/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区等電気設備不良箇所改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		556,200		（株）須藤電気商会		A0E31S681206F		A14023903				10/14/14		随意契約		10/30/14		佐藤　正和		吉原　裕一		10/30/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟等誘導灯他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		993,600		（有）森田電気商会		A0E31S681206F		A14025813		A14025813		11/20/14		随意契約		1/29/15		佐藤　正和		伊藤　博		1/30/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館等誘導灯他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		378,000		メイデン（株）		A0E31S681206F		A14026184				11/4/14		随意契約		12/22/14		佐藤　正和		伊藤　博		12/24/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階ロッカー室空調機用コンセント配線改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		53,460		（有）森田電気商会		A0E31S681206F		A14031984		A14031984		1/20/15		随意契約		2/5/15		佐藤　正和		氏家　和輝		2/13/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館等誘導灯他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		409,320		（有）信濃電設		A0E31S681206F		A14038625		A14038625		3/9/15		随意契約		3/27/15		佐藤　正和		伊藤　博		3/27/15

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研開発共用棟避難口誘導灯移設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		66,960		（株）須藤電気商会		A0E31S6812078		A14007346		A14007346		5/9/14		随意契約		5/28/14		福田　幸子		伊藤　博		5/28/14

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研PF光源棟実験ホール等構内電話回線移設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		31,050		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E31S6812078		A14019069				8/19/14		随意契約		9/19/14		福田　幸子		塚本　智		9/19/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)１号館女子トイレ系統他防煙防火ダンパー取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		983,880		（株）シミズ空調サービス		A0E31S682306F		A14015069		A14015069		6/19/14		随意契約		9/5/14		佐藤　正和		丸山　雅史		9/5/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館１階男子トイレ手洗器水栓修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		19,008		（株）エムエス		A0E31S682306F		A14016625		A14016625		8/5/14		随意契約		9/1/14		佐藤　正和		丸山　雅史		9/5/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館排水ポンプ制御盤（共同溝ガスピット系統）移設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		126,252		西山電気（株）		A0E31S682306F		A14036212		A14036212		2/18/15		随意契約		3/12/15		佐藤　正和		礒﨑　操		3/20/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)東海１号館220・318号室ベランダピット塗膜防水改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		496,800		東康建設工業（株）		A0E31S682106F		A14006073		A14006073		5/20/14		随意契約		6/27/14		福田　幸子		木村　光太		6/25/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海１号館北側玄関庇塗装改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		178,200		東康建設工業（株）		A0E31S682106F		A14036914		A14036914		2/23/15		随意契約		3/27/15		佐藤　正和		木村　光太		3/27/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館地下ピット等照明器具取替他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		635,040		金沢産業（株）		A0E31S682206F		A14036246				1/30/15		随意契約		3/26/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/25/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟冷却塔（ＣＴ－１）用温度センサー取替工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		47,520		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0EAAL6l2106F		A14003030		A14003030		5/2/14		随意契約		5/15/14		佐藤　正和		照沼　信浩		5/16/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館３階３０１室マルチエアコン取外・取付工事		運交金-素核研-理論センター(一般)-物件費・共通		0		0		318,600		日本空調サービス（株）筑波支店		A0A20S6r1146F		A14020811		A14020811		9/29/14		随意契約		10/29/14		佐藤　正和		野尻　美保子		10/31/14

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研管理棟財務部事務室等多機能電話回線移設その他工事		運交金-素核研-理論センター(一般)-物件費・共通		0		0		31,050		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0A20S6r11478		A14029488				12/4/14		随意契約		12/22/14		佐藤　正和		日下田　修二		12/22/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１低温棟トイレ洗浄便座取付工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		180,360		（有）佐藤管理工業		A0D13S609126F		A14004822		A14004822		5/21/14		随意契約		5/30/14		佐藤　正和		中本　建志		6/20/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１低温棟トイレ等電灯設備改修工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		379,080		東進電気(株)　取手支店		A0D13S609126F		A14009261				5/21/14		随意契約		6/27/14		福田　幸子		中本　建志		6/27/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS加速器準備棟納品検収センター等防水補修工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		324,000		水戸屋建設(株)		A0D13S609126F		A14010108				5/13/14		随意契約		6/9/14		福田　幸子		赤池　健		6/4/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２低温棟液化機室西側シャッター補修工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		448,200		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		A0D13S609126F		A14006585		A14006585		5/14/14		随意契約		7/1/14		福田　幸子		中本　建志		6/30/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１低温棟実験室天井クレーン（2t）走行減速機他交換　		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		1,620,000		（株）神内電機製作所		A0D13S609126F		A14027356		A14027356		12/24/14		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		中本　建志		3/20/15

		P		①		移設撤去 イセツ テッキョ		高エネ研ＰＦ光源棟実験ホール洗面器撤去工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		258,120		（有）佐藤管理工業		A0BB1P6031090		A14032987		A14032987		1/22/15		随意契約		2/13/15		佐藤　正和		足立　伸一		2/18/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟漏電監視システム改修工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		999,000		三菱電機システムサービス㈱東京機電支社		A0BB1P603106F		A14005504		A14005504		5/26/14		随意契約		7/29/14		福田　幸子		足立　伸一		7/31/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS加速器準備棟納品検収センター等防水補修工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		151,200		水戸屋建設(株)		A0BB1P603106F		A14010108				5/13/14		随意契約		6/9/14		福田　幸子		赤池　健		6/4/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射光アイソトープ実験施設EXP.J改修工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		2,268,000		水戸屋建設(株)		A0BB1P603106F		A14008769		A14008769		6/27/14		随意契約		8/19/14		佐藤　正和		足立　伸一		8/29/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟実験室１階床シート補修工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		853,200		古谷建設（株）		A0BB1P603106F		A14012214		A14012214		6/25/14		随意契約		10/20/14		福田　幸子		足立　伸一		10/17/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR実験準備棟等鋼製建具補修工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		302,400		(株)山三		A0BB1P603106F		A14030795		A14030795		1/8/15		随意契約		2/27/15		佐藤　正和		足立　伸一		2/27/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF研究棟1階実験準備室鋼製建具補修工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		896,400		(株)山三		A0BB1P603106F		A14030797		A14030797		1/5/15		随意契約		3/25/15		佐藤　正和		足立　伸一		3/25/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟１階生理資料準備室等内装塗装改修工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		988,200		（株）神山		A0BB1P603106F		A14032045		A14032045		1/20/15		随意契約		3/17/15		佐藤　正和		足立　伸一		3/20/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟２階風除室等防水補修工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		982,800		水戸屋建設(株)		A0BB1P603106F		A14032982		A14032982		1/26/15		随意契約		3/2/15		佐藤　正和		足立　伸一		3/25/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟１階ピロティ前駐輪場樋補修工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		194,400		水戸屋建設(株)		A0BB1P603106F		A14034714		A14034714		2/5/15		随意契約		2/20/15		佐藤　正和		足立　伸一		2/27/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟１階監視員室前自動ドア開閉装置改修工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		561,600		(株)山三		A0B10P602106F		A14035228		A14035228		2/9/15		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		小山　篤		3/20/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟実験室１他給湯器取替工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造生物準備室		0		0		119,880		筑波学園ガス（株）		A0B10P602576F		A14021963		A14021963		10/8/14		随意契約		10/28/14		佐藤　正和		安達　成彦		10/24/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟低温室空調機取替工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-生命科学GL留置		0		0		1,370,520		（株）アメフレック　製造本部		A0B10P602616F		A14023290		A14023290		11/28/14		随意契約		2/20/15		佐藤　正和		加藤　龍一		2/20/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射性廃棄物第2保管棟片開き扉改修その他工事		運交金-放射セ-加速器安全経費(大強度)-放射性廃棄物保管棟関係費		0		0		331,560		(株)山三		A0D11J601106F		A14021923		A14021923		10/8/14		随意契約		12/2/14		福田　幸子		豊田　晃弘		12/5/14

		長 チョウ		①		建設仮		高エネ研先端加速器試験棟等埋設給水管他改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		14,364,000		カンキ工業（有）		E0E3165100111		A14009258		A14009258		6/18/14		一般競争契約		9/30/14		佐藤　正和		髙巣　友和		9/30/14

		-		①		その他修繕費		高エネ研国際交流センター南側駐輪場照明器具取設工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		225,720		（有）森田電気商会		A1E51S620506I		A14010675		A14010675		8/27/14		随意契約		9/19/14		福田　幸子		吉原　裕一		9/19/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人宿泊施設A号棟102室給湯器取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		108,000		筑波学園ガス（株）		A1E51S620506F		A14001394		A14001394		4/15/14		随意契約		5/7/14		佐藤　正和		吉原　裕一		5/2/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設３号棟等網戸張替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		307,800		(株)山三		A1E51S620506F		A14006107		A14006107		5/2/14		随意契約		6/18/14		福田　幸子		吉原　裕一		6/13/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ｂ号棟等建具補修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		469,800		(株)山三		A1E51S620506F		A14006430		A14006430		5/16/14		随意契約		6/18/14		福田　幸子		吉原　裕一		6/13/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設４号棟１０６室等天井補修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		183,600		古谷建設（株）		A1E51S620506F		A14011024		A14011024		6/24/14		随意契約		7/29/14		福田　幸子		吉原　裕一		7/25/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設B・C号棟クローゼット補修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		104,760		古谷建設（株）		A1E51S620506F		A14010822		A14010822		6/11/14		随意契約		7/17/14		福田　幸子		吉原　裕一		7/17/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設３号棟２０９・３０２室ユニットバス換気扇取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		70,200		（有）佐藤管理工業		A1E51S620506F		A14016111		A14016111		8/21/14		随意契約		9/10/14		佐藤　正和		吉原　裕一		9/10/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区等電気設備不良箇所改修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		59,400		（株）須藤電気商会		A1E51S620506F		A14023903				10/14/14		随意契約		10/30/14		佐藤　正和		吉原　裕一		10/30/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設３号棟１階補食室換気扇取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		51,840		高橋興業（株）		A1E51S620506F		A14023339		A14023339		10/24/14		随意契約		11/14/14		佐藤　正和		吉原　裕一		11/14/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設２号棟２階洗濯室等機械設備改修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		428,760		（有）佐藤管理工業		A1E51S620506F		A14024839		A14024839		11/13/14		随意契約		3/6/15		佐藤　正和		吉原　裕一		3/13/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館等誘導灯他取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		144,720		メイデン（株）		A1E51S620506F		A14026184				11/4/14		随意契約		12/22/14		佐藤　正和		伊藤　博		12/24/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設A号棟寝室壁内装改修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		982,800		古谷建設（株）		A1E51S620506F		A14024827-02		A14024827-02		10/24/14		随意契約		12/26/14		佐藤　正和		吉原　裕一		12/26/14

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設インターホン設備更新工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		2,570,400		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A1E51S620506F		A14022066		A14022066		12/25/14		一般競争契約		2/20/15		佐藤　正和		吉原　裕一		2/20/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設２号棟２階洗濯室等電気設備改修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		194,400		メイデン（株）		A1E51S620506F		A14024837		A14024837		11/24/14		随意契約		3/6/15		佐藤　正和		吉原　裕一		3/20/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設２号棟シャワー室等内装改修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		1,771,200		（株）近藤工務店		A1E51S620506F		A14024829		A14024829		1/16/15		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		吉原　裕一		3/20/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ｂ号棟１０４室市水給水管漏水修理その他		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		81,000		高橋興業（株）		A1E51S620506F		A14038287		A14038287		3/5/15		随意契約		3/18/15		佐藤　正和		吉原　裕一		3/18/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設234号室壁補修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		43,200		東康建設工業（株）		A1E51S621106F		A14038466		A14038466		3/5/15		随意契約		3/27/15		佐藤　正和		荒川　正夫		3/25/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF実験準備棟103室内装改修工事		収見合-放一・二-施設利用料-BL_2		0		0		393,120		（株）塚本建装		A1B10S601126F		A14036815		A14036815		2/18/15		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		組頭　広志		3/20/15

		P		①		建物		高エネ研ＰＦ光源棟実験室BL17床改修工事		収見合-放一・二-施設利用料-構造生物		0		0		3,013,200		古谷建設（株）		A1B10S6011102		A14006015		A14006015		6/30/14		一般競争契約		8/21/14		佐藤　正和		山田　悠介		9/5/14

		P		①		他委託		高エネ研PF光源棟実験ホール等構内電話回線移設その他工事		収見合-放一・二-施設利用料-構造生物		0		0		31,050		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A1B10S6011178		A14019069				8/19/14		随意契約		9/19/14		福田　幸子		塚本　智		9/19/14

				①修繕費合計（一般） シュウゼンヒ ゴウケイ												261,205,947

		P		①		建設仮		高エネ研先端加速器試験棟冷却設備冷凍機等更新工事		運交金(復旧・復興)-先端-冷却水冷凍機-ATF		0		0		19,764,000		川崎設備工業（株）茨城営業所		A5EAAE145E211		A14003037		A14003037		6/10/14		随意契約		10/8/14		佐藤　正和		照沼　信浩		9/30/14				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		31,277,880

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟ＥＤ排水管改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		778,680		新菱冷熱工業（株）筑波営業所		A0E31BP61206F		A14025640		A14025640		11/11/14		随意契約		12/19/14		佐藤　正和		清岡　翔吾		12/19/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟空冷チラー（ＣＨ－１）圧縮機他交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,266,000		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BP61206F		A14028370		A14028370		12/24/14		随意契約		3/25/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		3/25/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟スクリュー冷凍機Ｒ－２空気熱交換器修理		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		993,600		（株）前川製作所		A0EAAL6l2106F		A14003040		A14003040		4/24/14		随意契約		5/16/14		佐藤　正和		照沼　信浩		5/16/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟チラー（ＣＨ－２）ファン用インバーター他交換		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		400,680		日本空調サービス（株）筑波支店		A0EAAL6l2106F		A14024040		A14024040		11/17/14		随意契約		12/5/14		佐藤　正和		照沼　信浩		12/5/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ入域管理棟クレーンレール溝補修工事		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費・一次ライン		0		0		378,000		東康建設工業（株）		A0F01J6Ac106F		A14029366		A14029366		1/5/15		随意契約		2/17/15		佐藤　正和		藤井　芳昭		2/13/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟クレーン（2.8t）ワイヤーロープ交換		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費・二次ライン		0		0		376,920		（株）神内電機製作所		A0F01J6Ac146F		A14004488		A14004488		5/7/14		随意契約		7/30/14		佐藤　正和		石田　卓		7/25/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研開発共用棟屋外西側RIタンク補修工事		運交金-放射セ-加速器安全経費(大強度)-放射性廃棄物保管棟関係費		0		0		869,400		新菱冷熱工業（株）筑波営業所		A0D11J601106F		A14029824		A14029824		12/18/14		随意契約		2/5/15		佐藤　正和		豊田　晃弘		2/5/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中央変電所碍子洗浄装置配管改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		162,000		カンキ工業（有）		A0E31BP61106F		A14005213		A14005213		5/7/14		随意契約		6/4/14		福田　幸子		瀬谷　憲明		6/13/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKB地区サブ変電所改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		675,000		（有）森田電気商会		A0E31BP61106F		A14014163		A14014163		7/28/14		随意契約		8/28/14		福田　幸子		瀬谷　憲明		8/29/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR地区等サブ変電所その他改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		835,920		（有）信濃電設		A0E31BP61106F		A14014171		A14014171		7/14/14		随意契約		8/29/14		福田　幸子		瀬谷　憲明		8/29/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 セツビ シュウゼン		高エネ研開発共用棟屋外西側RI排水タンク架台補修工事		運交金-放射セ-加速器安全経費(大強度)-放射性廃棄物保管棟関係費		0		0		989,280		新菱冷熱工業（株）筑波営業所		A0D11J601106B		A14029827		A14029827		12/22/14		随意契約		2/10/15		佐藤　正和		豊田　晃弘		2/10/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研開発共用棟屋外西側RI排水タンク（30m3）洗浄作業		運交金-放射セ-加速器安全経費(大強度)-放射性廃棄物保管棟関係費		0		0		788,400		新菱冷熱工業（株）筑波営業所		A0D11J601106B		A14024335		A14024335		10/27/14		随意契約		12/10/14		佐藤　正和		豊田　晃弘		12/10/14

				①修繕費合計（特殊） シュウゼンヒ ゴウケイ												31,277,880

		P		②		環境整備		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟前ハンドホール清掃		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		237,600		オリックス・エンジニアリング（株）		A0E31BP611074		A14011832		A14011832		6/23/14		随意契約		8/29/14		福田　幸子		瀬谷　憲明		8/29/14				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		202,567,426

		P		②		環境整備		高エネ研冷温水発生器等ばい煙測定		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		596,160		（株）飯塚		A0E31BP612074		A14028005		A14028005		12/1/14		随意契約		3/31/15		佐藤　正和		髙巣　友和		3/31/15				収見合		661,500

		長 チョウ		②		環境整備		高エネ研開発共用棟煙突用断熱材使用状況調査業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		71,280		（株）環境測定サービス		A0E31S6811074		A14018561		A14018561		9/11/14		随意契約		9/17/14		福田　幸子		玉盛　絵里香		9/30/14

		長 チョウ		②		環境整備		高エネ研PS加速器準備棟前段加速器室天井吹付材分析業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		70,200		（株）神山		A0E31S6811074		A14026309		A14026309		11/25/14		随意契約		12/2/14		佐藤　正和		赤池　健		12/5/14

		長 チョウ		②		環境整備		高エネ研管理棟等石綿含有保温材等使用状況調査		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		226,800		高橋興業（株）		A0E31S6813074		A14021677		A14021677		9/29/14		随意契約		10/17/14		佐藤　正和		髙巣　友和		10/17/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研無線設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		507,600		日本テクニカル・サービス（株）東関東支社		A0E31S681206B		A14006381		A14006381		5/19/14		随意契約		7/24/14		福田　幸子		塚本　智		8/29/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		21,664,800		能美防災(株) 茨城支社		A0E31S681206B		A14008420				4/1/14		随意契約		3/31/15		福田　幸子		塚本　智		3/31/15

		-		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		1,015,200		能美防災(株) 茨城支社		A0E41S604106B		A14008420				4/1/14		随意契約		3/31/15		福田　幸子		塚本　智		3/31/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研放送設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		993,600		パナソニックシステムネットワークス（株）　関越社		A0E31S681206B		A14000164		A14000164		4/1/14		随意契約		3/31/15		福田　幸子		塚本　智		3/31/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研放射線管理棟1階男子トイレ手洗い器排水詰まり修理その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		344,520		高橋興業（株）		A0E31S681306B		A14037855		A14037855		2/26/15		随意契約		3/13/15		佐藤　正和		髙巣　友和		3/13/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研富士実験棟冷水ポンプ整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,160,000		（株）増田鉄工場東京支店		A0E31BP61206B		A14028547		A14028547		12/22/14		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		3/20/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		3,784,320		日本オーチス・エレベータ（株）関東支店		A0E31S681206B		A14000161		A14000161		4/1/14		随意契約		3/31/15		福田　幸子		塚本　智		3/31/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟１階機械室排水ポンプ（ＥＤＰ－２－２）漏電遮断器取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		68,040		（株）東邦製作所		A0E31BP61206B		A14035732		A14035732		2/12/15		随意契約		2/25/15		佐藤　正和		髙巣　友和		2/25/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光実験棟等純水精製装置（ＰＷＵ－１－２他）樹脂取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		837,000		ＮＥＣファシリティーズ(株)北関東ファシリティマネジメント事業部		A0E31BP61206B		A14028706		A14028706		12/11/14		随意契約		1/23/15		佐藤　正和		髙巣　友和		1/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研日光実験棟純水ポンプ（ＮＭ－ＰＷＰ－３－２）整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		3,564,000		㈱荏原製作所　つくば営業所		A0E31BP61206B		A14028621		A14028621		1/16/15		随意契約		3/23/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		3/30/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電動遮蔽扉点検整備業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		818,640		（株）イトーキ　		A0E31S681106B		A14016505		A14016505		9/1/14		随意契約		10/31/14		福田　幸子		松本　利男		10/31/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研電子陽電子入射器棟Ｍ３機械室押込型冷却塔（ＰＣＴ－Ｃ）整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,968,000		日本ビー・エー・シー（株）		A0E31BP61206B		A14009003		A14009003		6/19/14		随意契約		9/17/14		佐藤　正和		髙巣　友和		9/19/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟男子便所大便器洗浄便座温水タンク取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		16,200		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　茨城営業所		A0E31BP61206B		A14016155		A14016155		8/18/14		随意契約		8/27/14		佐藤　正和		髙巣　友和		8/27/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		6,318,000		日本エレベーター製造（株）		A0E31S681206B		A14000142		A14000142		4/1/14		一般競争契約		3/31/15		福田　幸子		塚本　智		3/31/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研筑波実験棟地下２階準備室パッケージ形空調機圧縮機等交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		930,960		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BP61206B		A14007386		A14007386		5/27/14		随意契約		6/10/14		佐藤　正和		小川　一弘		6/6/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟２階機械室空調機Ｖベルト張り調整その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		961,200		高橋興業（株）		A0E31BP61206B		A14034953		A14034953		2/5/15		随意契約		2/20/15		佐藤　正和		髙巣　友和		2/20/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研大穂実験棟等空冷式冷却塔（ＯＭ－ＣＴ－２・３）送風機モーター整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,350,000		空研工業（株）東京支店		A0E31BP61206B		A14028543		A14028543		1/16/15		随意契約		2/10/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		2/10/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研大穂実験棟純水ポンプ整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,052,000		㈱荏原製作所　つくば営業所		A0E31BP61206B		A14026113		A14026113		12/5/14		随意契約		3/23/15		佐藤　正和		鈴木　久		3/25/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端計測実験棟等構内拡声設備不具合調査		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		73,440		サン電気通信		A0E31S681206B		A14035845		A14035845		2/17/15		随意契約		2/27/15		佐藤　正和		塚本　智		2/27/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端計測実験棟身障者便所大便器洗浄モーター取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		18,360		（株）エムエス　つくば営業所		A0E31S681306B		A14024195		A14024195		10/30/14		随意契約		11/12/14		佐藤　正和		髙巣　友和		11/12/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端計測実験棟ガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		299,160		光明理化学工業（株）		A0E31S681306B		A14028004		A14028004		12/5/14		随意契約		1/9/15		佐藤　正和		髙巣　友和		1/20/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研職員会館レストラン便所手洗い器自動水栓電源アダプター取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		8,640		（株）エムエス　つくば営業所		A0E31S681306B		A14026116		A14026116		11/11/14		随意契約		12/3/14		佐藤　正和		髙巣　友和		12/3/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研純水製造装置（ＦＭ－ＰＷＵ－２）保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		833,760		三浦工業（株）土浦営業所		A0E31BP61206B		A14000186		A14000186		4/1/14		随意契約		3/31/15		佐藤　正和		髙巣　友和		3/31/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研純水製造装置（ＦＭ－ＰＷＵ－１）保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		831,600		平成理研（株）		A0E31BP61206B		A14000185		A14000185		4/1/14		随意契約		3/31/15		佐藤　正和		髙巣　友和		3/31/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研出入管理設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		2,203,200		中央電子（株）　サービス事業部		A0E31S681206B		A14000166		A14000166		4/1/14		随意契約		3/31/15		福田　幸子		塚本　智		3/31/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研国際交流センター男子便所大便器温水タンク他取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		28,080		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　茨城営業所		A0E31S681306B		A14008513		A14008513		6/3/14		随意契約		6/16/14		佐藤　正和		髙巣　友和		6/13/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研国際交流センター男子便所水石鹸入れ他取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		56,160		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　茨城営業所		A0E31S681306B		A14016153		A14016153		8/18/14		随意契約		8/27/14		佐藤　正和		髙巣　友和		8/27/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研構内電話交換機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		993,600		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E31S681206B		A14000163		A14000163		4/1/14		随意契約		3/31/15		福田　幸子		塚本　智		3/31/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研交通信号機保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		142,560		オムロンフィールドエンジニアリング（株）水戸テクノセンタ		A0E31S681206B		A14000165		A14000165		4/1/14		随意契約		3/31/15		福田　幸子		塚本　智		3/31/15

		-		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研吾妻地区宿舎昇降機設備保全業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		3,343,680		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		A0E41S604106B		A14000356		A14000356		4/1/14		一般競争契約		3/31/15		福田　幸子		齋木　武		3/31/15

		-		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研吾妻２丁目住宅８０１～８０７棟汚水立管埋設部カメラ調査		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		804,600		高橋興業（株）		A0E41S604106B		A14034389		A14034389		2/4/15		随意契約		3/2/15		佐藤　正和		齋木　武		3/6/15

		-		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研吾妻２丁目805棟及び806棟外部汚水管内カメラ調査及び木根除去洗浄清掃		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		306,720		高橋興業（株）		A0E41S604106B		A14025102		A14025102		11/13/14		随意契約		11/26/14		佐藤　正和		齋木　武		11/26/14

		-		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研吾妻２丁目805棟エレベーターシャフト内冠水対応		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		43,200		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		A0E41S604106B		A14009746		A14009746		6/9/14		随意契約		6/25/14		佐藤　正和		齋木　武		6/25/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研計算機北棟第１マシン室ボタン電話装置不具合調査		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		21,600		電通工業㈱茨城支店		A0E31S681206B		A14029408		A14029408		12/10/14		随意契約		12/24/14		佐藤　正和		塚本　智		12/24/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研管理棟等自動扉点検調整業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		144,720		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		A0E31S681106B		A14031564		A14031564		1/16/15		随意契約		3/2/15		佐藤　正和		玉盛　絵里香		2/27/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研管理棟施設部給湯室給湯器給水バルブ修理その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		497,880		高橋興業（株）		A0E31S681306B		A14022935		A14022935		10/21/14		随意契約		11/14/14		佐藤　正和		清岡　翔吾		11/14/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		22,680,000		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BP61206B		A14000199		A14000199		4/1/14		一般競争契約		3/31/15		佐藤　正和		鈴木　久		3/31/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その９）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		990,360		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BP61206B		A14033159		A14033159		1/26/15		随意契約		2/13/15		佐藤　正和		小川　一弘		2/13/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その８）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		982,800		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BP61206B		A14032241		A14032241		1/16/15		随意契約		2/13/15		佐藤　正和		小川　一弘		2/13/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その７）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		988,200		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BP61206B		A14030445		A14030445		1/5/15		随意契約		1/16/15		佐藤　正和		小川　一弘		1/16/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その６）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		981,720		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BP61206B		A14025948		A14025948		11/12/14		随意契約		12/12/14		佐藤　正和		小川　一弘		12/12/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その５）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		990,360		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BP61206B		A14019830		A14019830		9/24/14		随意契約		10/10/14		佐藤　正和		小川　一弘		10/10/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その４）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		999,000		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BP61206B		A14015735		A14015735		8/12/14		随意契約		8/29/14		佐藤　正和		小川　一弘		8/29/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その３）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		980,640		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BP61206B		A14013372		A14013372		7/18/14		随意契約		7/31/14		佐藤　正和		小川　一弘		7/31/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その２）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		967,680		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BP61206B		A14010126		A14010126		6/18/14		随意契約		6/30/14		佐藤　正和		小川　一弘		6/30/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その１３）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		953,640		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BP61206B		A14038626		A14038626		3/9/15		随意契約		3/27/15		佐藤　正和		小川　一弘		3/27/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その１２）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		993,600		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BP61206B		A14038301		A14038301		3/2/15		随意契約		3/27/15		佐藤　正和		品川　尚也		3/27/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その１１）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		988,200		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BP61206B		A14035547		A14035547		2/12/15		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		小川　一弘		3/20/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その１０）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		983,880		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BP61206B		A14035113		A14035113		2/6/15		随意契約		3/6/15		佐藤　正和		小川　一弘		3/6/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		976,320		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BP61206B		A14007384		A14007384		5/27/14		随意契約		6/16/14		佐藤　正和		小川　一弘		6/13/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＳ地区市水ポンプ室市水流量記録計取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		226,800		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31S681306B		A14003722		A14003722		5/1/14		随意契約		5/30/14		佐藤　正和		髙巣　友和		5/30/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ３機械室冷却塔（ＰＣＴ－Ｃ）漏水調査		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		399,600		空研工業（株）東京支店		A0E31BP61206B		A14034877		A14034877		2/2/15		随意契約		2/25/15		佐藤　正和		髙巣　友和		2/25/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ２機械室等純水精製装置(PWU-A-1他)樹脂取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		468,720		ＮＥＣファシリティーズ(株)北関東ファシリティマネジメント事業部		A0E31BP61206B		A14005248		A14005248		5/9/14		随意契約		6/26/14		佐藤　正和		髙巣　友和		6/27/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ０機械室冷却水ポンプ(PP-B-2)整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		565,920		（株）増田鉄工場東京支店		A0E31BP61206B		A14005978		A14005978		5/15/14		随意契約		7/24/14		佐藤　正和		髙巣　友和		7/11/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区中央監視装置点検保守		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		3,348,000		東芝電機サービス(株)		A0E31BP61106B		A14010039		A14010039		7/24/14		随意契約		10/24/14		福田　幸子		瀬谷　憲明		10/24/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区屋外消火栓ホース取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		1,242,000		能美防災(株) 茨城支社		A0E31S681306B		A14028922		A14028922		1/16/15		随意契約		2/27/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		2/27/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ光源棟２階男子便所手洗い器水栓電磁弁取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		16,200		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　茨城営業所		A0E31BP61206B		A14014998		A14014998		8/4/14		随意契約		8/18/14		佐藤　正和		髙巣　友和		8/18/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ研究棟５階男子便所小便器電磁弁取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		16,200		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　茨城営業所		A0E31S681306B		A14036683		A14036683		2/19/15		随意契約		2/27/15		佐藤　正和		髙巣　友和		2/27/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセン温水発生機点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		465,480		（株）ヒラカワ		A0E31BP61206B		A14028711		A14028711		12/17/14		随意契約		1/28/15		佐藤　正和		髙巣　友和		1/28/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンガス警報設備点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		95,040		三工サービス（株）		A0E31BP61206B		A14028702		A14028702		12/4/14		随意契約		1/15/15		佐藤　正和		髙巣　友和		1/28/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－４前期点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		201,960		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		A0E31BP61206B		A14012341		A14012341		6/12/14		随意契約		8/7/14		佐藤　正和		小川　一弘		8/8/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－４後期点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		723,600		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		A0E31BP61206B		A14028194		A14028194		11/27/14		随意契約		1/29/15		佐藤　正和		小川　一弘		1/30/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２前期点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		324,000		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31BP61206B		A14012235		A14012235		7/4/14		随意契約		8/12/14		佐藤　正和		小川　一弘		8/8/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２後期点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		766,800		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31BP61206B		A14028271		A14028271		12/11/14		随意契約		1/30/15		佐藤　正和		小川　一弘		1/30/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－１，３前期点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		918,000		パナソニックＥＳ産機システム(株)		A0E31BP61206B		A14012337		A14012337		6/10/14		随意契約		8/11/14		佐藤　正和		小川　一弘		8/8/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－１，３後期点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		918,000		パナソニックＥＳ産機システム(株)		A0E31BP61206B		A14027960		A14027960		12/3/14		随意契約		1/15/15		佐藤　正和		小川　一弘		1/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＰＦ－ＡＲ地区等空気調和機整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,071,600		（株）東洋製作所筑波営業所		A0E31BP61206B		A14010137		A14010137		6/30/14		随意契約		9/29/14		佐藤　正和		髙巣　友和		9/26/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＰＦ－ＡＲ西実験棟純水ポンプ整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,505,600		㈱荏原製作所　つくば営業所		A0E31BP61206B		A14025062		A14025062		11/28/14		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		鈴木　久		3/20/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＭＲ・Ｄ８電源棟（高周波電源室）ＡＣＰ－３圧縮機他交換		運交金-加三・四-B高度化・KEKB(裁量)-KEKB共通		0		0		427,680		日本空調サービス（株）筑波支店		A0C28S6TB106B		A14009609		A14009609		6/16/14		随意契約		7/17/14		佐藤　正和		渡邉　謙		7/16/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研MR・3SM2補助機械棟空調機Ｖベルト張り調整その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		559,440		高橋興業（株）		A0E31BP61206B		A14037758		A14037758		2/26/15		随意契約		3/13/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		3/13/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研KEKB地区冷温水系統ストレーナー清掃その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		974,160		高橋興業（株）		A0E31BP61206B		A14022934		A14022934		10/21/14		随意契約		12/1/14		佐藤　正和		清岡　翔吾		11/28/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＫＥＫＢ地区埋設給水配管漏水調査		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		540,000		東洋プラント工業（株）		A0E31BP61206B		A14038357		A14038357		2/25/15		随意契約		3/11/15		佐藤　正和		髙巣　友和		3/11/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区中央監視装置点検保守		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		6,480,000		（株）日立製作所　インフラシステム総合営業本部社会システム営業本部営業第一部		A0E31BP61106B		A14010042		A14010042		7/24/14		一般競争契約		10/24/14		福田　幸子		瀬谷　憲明		10/24/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＤＲ電源棟昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		189,000		日本エレベーター製造（株）		A0E31S681206B		A14037687		A14037687		11/28/14		随意契約		3/31/15		福田　幸子		伊藤　博		3/31/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＡＲ北東実験棟男子便所手洗い器自動水栓電磁弁取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		16,200		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　茨城営業所		A0E31BP61206B		A14026055		A14026055		11/18/14		随意契約		12/3/14		佐藤　正和		髙巣　友和		12/3/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＡＲ共同研究棟女子便所大便器洗浄バルブ他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		23,760		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　茨城営業所		A0E31BP61206B		A14022542		A14022542		10/14/14		随意契約		10/24/14		佐藤　正和		髙巣　友和		10/24/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研６ＳＭ３補助機械棟動力･自動制御盤内制御機器取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		534,600		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BP61206B		A14003719		A14003719		4/25/14		随意契約		5/29/14		佐藤　正和		髙巣　友和		5/30/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研４号館等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		1,542,240		東芝エレベータ（株）東関東支社		A0E31S681206B		A14000144		A14000144		4/1/14		一般競争契約		3/31/15		福田　幸子		塚本　智		3/31/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研4号館ガスヒートポンプ空調設備保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,825,200		筑波学園ガス（株）		A0E31BP61206B		A14000203		A14000203		4/1/14		随意契約		3/31/15		福田　幸子		鈴木　久		3/31/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研３号館等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		777,600		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		A0E31S681206B		A14000145		A14000145		4/1/14		一般競争契約		3/31/15		福田　幸子		塚本　智		3/31/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		678,240		能美防災(株) 茨城支社		A0E31S682206B		A14002345				4/1/14		一般競争契約		3/31/15		佐藤　正和		伊藤　博		3/31/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		1,956,960		能美防災(株) 茨城支社		A0F01J6E2206B		A14002345				4/1/14		一般競争契約		3/31/15		佐藤　正和		伊藤　博		3/31/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）放送設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		980,640		TOAエンジニアリング（株）　東京営業所		A0F01J6E2206B		A14008941		A14008941		6/6/14		随意契約		9/5/14		福田　幸子		千田　謙太郎		9/5/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電動遮蔽扉等点検整備業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		859,680		（株）イトーキ　		A0F01J6E2106B		A14016506		A14016506		9/8/14		随意契約		10/31/14		福田　幸子		松本　利男		10/31/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海）中央制御棟等建具点検調整業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		788,400		東康建設工業（株）		A0F01J6E2106B		A14027814		A14027814		12/15/14		随意契約		12/26/14		佐藤　正和		玉盛　絵里香		12/26/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）中央制御棟計算機室パッケージ型空調機（ACP-1-2)整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		123,120		(株)アメニティ・ジャパン		A0F01J6E2306B		A14011192		A14011192		6/4/14		随意契約		7/7/14		佐藤　正和		丸山　雅史		7/18/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央監視装置点検保守		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		3,132,000		（株）日立製作所　インフラシステム総合営業本部社会システム営業本部営業第一部		A0F01J6E2206B		A14016070		A14016070		9/10/14		随意契約		11/28/14		福田　幸子		千田　謙太郎		11/28/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）純水製造装置保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		3,191,400		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01J6E2306B		A14000421		A14000421		4/1/14		随意契約		3/31/15		福田　幸子		丸山　雅史		3/31/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）開放冷却水ポンプストレーナ（１２５A）清掃作業その他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		127,980		（株）アトックス　東海営業所		A0F01J6E2306B		A14035345		A14035345		2/6/15		随意契約		2/17/15		佐藤　正和		礒﨑　操		2/20/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設等エレベーターバッテリー他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		704,160		東芝エレベータ（株）東関東支社		A0F01J6E2206B		A14027508				11/21/14		随意契約		3/26/15		佐藤　正和		荒川　正夫		3/20/15

		-		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設等エレベーターバッテリー他取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		181,980		東芝エレベータ（株）東関東支社		A1E51S621106B		A14027508				11/21/14		随意契約		3/26/15		佐藤　正和		荒川　正夫		3/20/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ハドロン第2機械棟冷却水ポンプ（PCD-HM２-８）整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		999,000		東洋プラント工業（株）		A0F01J6E2306B		A14004118		A14004118		4/23/14		随意契約		7/2/14		佐藤　正和		礒﨑　操		6/27/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ハドロン第2機械棟排水ポンプ（PDU-HM2-2-2）動力制御盤電磁接触器取替え		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		16,200		西山電気（株）		A0F01J6E2306B		A14033144		A14033144		1/20/15		随意契約		2/25/15		佐藤　正和		礒﨑　操		2/20/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研(東海)ハドロン第２機械棟純水ポンプ(PCD-HM2-3-1)整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		1,544,400		東興機械工業㈱		A0F01J6E2306B		A14008280		A14008280		6/19/14		随意契約		9/26/14		佐藤　正和		丸山　雅史		9/26/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟純水ポンプ（ＰＣＤ－ＨＭ２－３－１）シャフト取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		2,336,040		東興機械工業㈱		A0F01J6E2306B		A14024018		A14024018		11/17/14		随意契約		3/27/15		佐藤　正和		丸山　雅史		3/27/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ﾊﾄﾞﾛﾝ第1機械棟送風機（FS-HM1-1-2）整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		237,600		東洋プラント工業（株）		A0F01J6E2306B		A14009442		A14009442		6/12/14		随意契約		8/20/14		佐藤　正和		礒﨑　操		8/25/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第１，２設備棟安全措置作業その他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		251,910		（株）アトックス　東海営業所		A0F01J6E2306B		A14038300		A14038300		3/4/15		随意契約		3/25/15		佐藤　正和		礒﨑　操		3/20/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール純水冷却水4、5系統切替工事		運交金-J-PARC-事故対策経費(25・大強度)-ハドロンホール施設改修		0		0		2,376,000		オーク設備工業（株）		A0F01X6J1126B		A14019740				4/1/14		随意契約		9/17/14		佐藤　正和		國府田　正彦		9/19/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機整備（その４）		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		806,760		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01J6E2306B		A14038073		A14038073		3/2/15		随意契約		3/25/15		佐藤　正和		礒﨑　操		3/13/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備（その３）		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		905,040		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01J6E2306B		A14035836		A14035836		2/9/15		随意契約		2/25/15		佐藤　正和		礒﨑　操		2/27/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機整備（その2）		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		920,700		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01J6E2306B		A14021562		A14021562		9/24/14		随意契約		10/28/14		佐藤　正和		礒﨑　操		10/24/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		588,600		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01J6E2306B		A14007246		A14007246		5/9/14		随意契約		5/30/14		佐藤　正和		礒﨑　操		6/13/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)パッケージ形空調機その他保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		9,072,000		(株)アメニティ・ジャパン		A0F01J6E2306B		A14000420		A14000420		4/1/14		一般競争契約		3/31/15		佐藤　正和		丸山　雅史		3/31/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研(東海)ﾆｭｰﾄﾘﾉ第３設備棟純水ポンプ(PCD-NM3-3-2)整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		1,296,000		（株）増田鉄工場東京支店		A0F01J6E2306B		A14008284		A14008284		6/19/14		随意契約		9/26/14		佐藤　正和		丸山　雅史		9/26/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研(東海)ﾆｭｰﾄﾘﾉﾀｰｹﾞｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ棟純水ポンプ(PCD-TS-3-1、2)整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		3,024,000		東興機械工業㈱		A0F01J6E2306B		A14008283		A14008283		6/19/14		随意契約		9/26/14		佐藤　正和		丸山　雅史		9/26/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研(東海）スイッチヤード傾斜クレーン走行レール整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		915,840		飛島建設（株）		A0F01J6E2306B		A14015068		A14015068		8/6/14		随意契約		9/5/14		佐藤　正和		丸山　雅史		9/5/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		464,400		（株）エネサーブ茨城		A0E31S682206B		A14009643				6/11/14		随意契約		9/24/14		福田　幸子		千田　謙太郎		9/26/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		2,970,000		（株）エネサーブ茨城		A0F01J6E2206B		A14009643				6/11/14		随意契約		9/24/14		福田　幸子		千田　謙太郎		9/26/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第３機械棟純水精製装置（PWU-M３-１-３、４）樹脂取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		821,340		理工科学（株）		A0F01J6E2306B		A14014512		A14014512		6/18/14		随意契約		9/5/14		佐藤　正和		礒﨑　操		8/26/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第２搬入棟等昇降機設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		1,915,920		東芝エレベータ（株）東関東支社		A0F01J6E2206B		A14009193				4/1/14		随意契約		3/31/15		福田　幸子		伊藤　博		3/31/15

		-		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第２搬入棟等昇降機設備保全業務		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		479,520		東芝エレベータ（株）東関東支社		A1E51S621106B		A14009193				4/1/14		随意契約		3/31/15		福田　幸子		伊藤　博		3/31/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第1機械棟排気ダンパ（MD-M1-3)点検整備作業		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		302,400		日本電技（株）つくば支店		A0F01J6E2306B		A14031800		A14031800		1/16/15		随意契約		2/24/15		佐藤　正和		礒﨑　操		2/20/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第１機械棟排気ダンパ（MD-M1-3)アクチェーター取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		367,200		日本電技（株）つくば支店		A0F01J6E2306B		A14029191		A14029191		12/17/14		随意契約		1/23/15		佐藤　正和		礒﨑　操		1/23/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第1機械棟純水精製装置デミナー樹脂取出し作業		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		461,700		理工科学（株）		A0F01J6E2306B		A14014476		A14014476		6/18/14		随意契約		9/5/14		佐藤　正和		礒﨑　操		8/25/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MRﾄﾝﾈﾙ内ピット配管封水用水張り作業その他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		24,300		（株）アトックス　東海営業所		A0F01J6E2306B		A14022998		A14022998		10/14/14		随意契約		12/1/14		佐藤　正和		礒﨑　操		11/21/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）MR・第1電源棟送風機（FS-D1-1)整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		118,800		(有)大内製作所		A0F01J6E2306B		A14002544		A14002544		4/23/14		随意契約		5/1/14		佐藤　正和		礒﨑　操		5/2/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）Ｊ－ＰＡＲＣ全所停電に伴う停復電操作その他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		429,300		（株）アトックス　東海営業所		A0F01J6E2206B		A14008943		A14008943		6/3/14		随意契約		7/29/14		福田　幸子		千田　謙太郎		7/25/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）２号館２１２室他空調機整備		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		0		0		78,840		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01S6E2106B		A14010374		A14010374		6/20/14		随意契約		7/30/14		佐藤　正和		山口　陽		7/28/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		513,216		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31S682206B		A14000435		A14000435		4/1/14		随意契約		3/31/15		福田　幸子		伊藤　博		3/31/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館出入管理設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		118,476		中央電子（株）　サービス事業部		A0E31S682206B		A14000341		A14000341		4/1/14		随意契約		3/31/15		福田　幸子		伊藤　博		3/31/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）１号館４１１室空調機整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		190,080		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31S682306B		A14032568		A14032568		1/6/15		随意契約		1/30/15		佐藤　正和		礒﨑　操		2/20/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）１号館２階コモンスペース空調機（ACP-T１-4）整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		186,840		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31S682306B		A14034824		A14034824		1/22/15		随意契約		3/25/15		佐藤　正和		礒﨑　操		3/13/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研北カウンターホール東側扉ドアクローザー不良修理その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		362,880		高橋興業（株）		A0E31S681106B		A14011377		A14011377		6/23/14		随意契約		7/2/14		福田　幸子		赤池　健		6/30/14

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研実験廃液処理棟北側窓ガラス破損調査その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		129,600		高橋興業（株）		A0E31S681106B		A14038832		A14038832		3/9/15		随意契約		3/16/15		佐藤　正和		赤池　健		3/16/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研国際交流センター雨漏り調査その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		462,240		高橋興業（株）		A0E31S681106B		A14029622		A14029622		12/19/14		随意契約		12/25/14		佐藤　正和		赤池　健		12/25/14

		P		②		消耗品		実験研究用電気装置責任者シール　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		123,552		松枝印刷（株）		A0E31BP611046		A14000686		A14000686		4/9/14		随意契約		4/15/14		佐藤　正和		氏家　和輝		4/15/14

		P		②		消耗品		PHS電話機　40台		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		907,200		東陽工業（株）北関東支店		A0E31BP611046		A14002563		A14002563		4/16/14		随意契約		4/28/14		福田　幸子		塚本　智		4/30/14

		P		②		消耗品		家具転倒防止Ｌ字金具　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		7,819		藤井産業（株）つくば支店		A0E31BP611046		A14003677		A14003677		4/25/14		随意契約		5/12/14		佐藤　正和		氏家　和輝		5/30/14

		P		②		消耗品		プリンター用紙　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		50,328		日本電計（株）茨城営業所		A0E31BP611046		A14002157		A14002157		4/21/14		随意契約		41781		佐藤　正和		氏家　和輝		5/22/14

		P		②		消耗品		BNCプラグ・RCAプラグ変換コネクタ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		27,000		首都圏電工(株)北関東営業所		A0E31BP611046		A14005984		A14005984		5/14/14		随意契約		5/26/14		佐藤　正和		塚本　智		5/26/14

		P		②		消耗品		測温抵抗体変換器 アナログ形　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		803,520		首都圏電工(株)北関東営業所		A0E31BP611046		A14010503		A14010503		6/19/14		随意契約		6/27/14		佐藤　正和		瀬谷　憲明		6/27/14

		P		②		消耗品		高圧カットアウト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		386,208		首都圏電工(株)北関東営業所		A0E31BP611046		A14006545		A14006545		5/22/14		随意契約		7/8/14		佐藤　正和		氏家　和輝		7/8/14

		P		②		消耗品		ハンドホールパッキン　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		678,952		藤井産業（株）つくば支店		A0E31BP611046		A14010637		A14010637		6/10/14		随意契約		7/29/14		佐藤　正和		氏家　和輝		7/29/14

		P		②		消耗品		PHS電話機　40台		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		907,200		東陽工業（株）北関東支店		A0E31BP611046		A14015840		A14015840		8/19/14		随意契約		9/1/14		佐藤　正和		塚本　智		9/1/14

		P		②		消耗品		蛍光ランプ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		103,637		首都圏電工(株)北関東営業所		A0E31BP611046		A14016830		A14016830		8/29/14		随意契約		9/4/14		佐藤　正和		氏家　和輝		9/4/14

		P		②		消耗品		中央ｺﾝﾄﾛｰﾗ(PCS07）CPU基板		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		183,600		（株）日立製作所　インフラシステム総合営業本部社会システム営業本部営業第一部		A0E31BP611046		A14017946		A14017946		9/5/14		随意契約		9/9/14		佐藤　正和		瀬谷　憲明		9/9/14

		P		②		消耗品		クランプオンパワーロガー　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		304,020		日本電計（株）茨城営業所		A0E31BP611046		A14018310		A14018310		9/2/14		随意契約		9/16/14		佐藤　正和		塚本　智		9/16/14

		P		②		消耗品		ＰＨＳ基地局　18台		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		991,440		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E31BP611046		A14019096		A14019096		9/18/14		随意契約		41912		佐藤　正和		塚本　智		9/30/14

		P		②		消耗品		トナーカートリッジ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		262,440		日本電計（株）茨城営業所		A0E31BP611046		A14022908		A14022908		10/22/14		随意契約		11/5/14		佐藤　正和		氏家　和輝		11/5/14

		P		②		消耗品		集合型漏電検出装置　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		401,317		藤井産業（株）つくば支店		A0E31BP611046		A14022986		A14022986		10/23/14		随意契約		11/13/14		佐藤　正和		氏家　和輝		11/14/14

		P		②		消耗品		蛍光ランプ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		771,034		首都圏電工(株)北関東営業所		A0E31BP611046		A14024766		A14024766		11/11/14		随意契約		12/2/14		佐藤　正和		氏家　和輝		12/2/14

		P		②		消耗品		コンパクト形蛍光ランプ　30個		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		11,146		首都圏電工(株)北関東営業所		A0E31BP611046		A14026886		A14026886		11/28/14		随意契約		41978		佐藤　正和		氏家　和輝		12/15/14

		P		②		消耗品		パイロットランプ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		109,944		（株）イメージ工房		A0E31BP611046		A14026245		A14026245		11/26/14		随意契約		1/5/15		佐藤　正和		氏家　和輝		2/27/15

		P		②		消耗品		光電式煙感知器ヘッド　２種		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		113,400		能美防災(株) 茨城支社		A0E31BP611046		A14033444		A14033444		1/27/15		随意契約		2/4/15		佐藤　正和		塚本　智		2/13/15

		P		②		消耗品		蛍光ランプ　750本		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		256,770		首都圏電工(株)北関東営業所		A0E31BP611046		A14034190		A14034190		2/2/15		随意契約		2/12/15		佐藤　正和		氏家　和輝		2/13/15

		P		②		消耗品		換気扇　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		253,953		首都圏電工(株)北関東営業所		A0E31BP611046		A14037779		A14037779		3/3/15		随意契約		3/18/15		佐藤　正和		氏家　和輝		3/20/15

		P		②		消耗品		排気フィルタユニット用フィルタ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		388,800		日進技研（株）		A0E31BP612046		A14005121		A14005121		4/18/14		随意契約		6/6/14		佐藤　正和		髙巣　友和		6/30/14

		P		②		消耗品		冷媒(R-22)		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		259,200		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BP612046		A14006308		A14006308		5/21/14		随意契約		5/27/14		佐藤　正和		髙巣　友和		6/30/14

		P		②		消耗品		Vベルト		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		562,680		理工科学（株）		A0E31BP612046		A14007850		A14007850		6/2/14		随意契約		6/18/14		佐藤　正和		髙巣　友和		6/20/14

		P		②		消耗品		ポリエチレンタンク		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		64,800		理工科学（株）		A0E31BP612046		A14009965		A14009965		6/18/14		随意契約		6/26/14		佐藤　正和		髙巣　友和		7/18/14

		P		②		消耗品		コントライム・M-1000　400kg		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		950,400		三綱（株）		A0E31BP612046		A14018997		A14018997		9/11/14		随意契約		9/26/14		佐藤　正和		髙巣　友和		9/30/14

		P		②		消耗品		タワークリン　NT-673　240kg		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		673,920		栗田工業（株）水戸営業所		A0E31BP612046		A14019000		A14019000		9/17/14		随意契約		9/30/14		佐藤　正和		髙巣　友和		9/30/14

		P		②		消耗品		中性能フィルタ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		291,600		日進技研（株）		A0E31BP612046		A14024264		A14024264		11/4/14		随意契約		12/4/14		佐藤　正和		髙巣　友和		12/26/14

		P		②		消耗品		工業用窒素ガス		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		90,720		（株）サイサン　つくば営業所		A0E31BP612046		A14023852		A14023852		10/30/14		随意契約		41955		佐藤　正和		髙巣　友和		11/18/14

		P		②		消耗品		レベルレギュレーター　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		847,800		理工科学（株）		A0E31BP612046		A14025100		A14025100		11/12/14		随意契約		11/26/14		佐藤　正和		髙巣　友和		12/5/14

		P		②		消耗品		カートリッジペン　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		313,200		理工科学（株）		A0E31BP612046		A14027392		A14027392		12/3/14		随意契約		12/16/14		佐藤　正和		髙巣　友和		1/9/15

		P		②		消耗品		工業用窒素ガス		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		81,000		（株）サイサン　つくば営業所		A0E31BP612046		A14027791		A14027791		12/1/14		随意契約		12/24/14		佐藤　正和		髙巣　友和		12/24/14

		P		②		消耗品		Vベルト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		753,840		北原商事（株）		A0E31BP612046		A14025401		A14025401		11/14/14		随意契約		12/26/14		佐藤　正和		髙巣　友和		12/25/14

		P		②		消耗品		コントライム　400kg		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		950,400		三綱（株）		A0E31BP612046		A14028713		A14028713		12/10/14		随意契約		1/7/15		佐藤　正和		髙巣　友和		1/7/15

		P		②		消耗品		側溝用コンクリート蓋		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		23,760		（有）佐藤管理工業		A0E31BP612046		A14035032		A14035032		2/5/15		随意契約		2/13/15		佐藤　正和		髙巣　友和		2/20/15

		P		②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		25,920		（株）サイサン　つくば営業所		A0E31BP612046		A14035220		A14035220		2/9/15		随意契約		2/19/15		佐藤　正和		髙巣　友和		2/20/15

		P		②		消耗品		冷却水用水処理剤		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		648,000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		A0E31BP612046		A14035424		A14035424		2/9/15		随意契約		2/27/15		佐藤　正和		髙巣　友和		3/5/15

		P		②		消耗品		冷媒		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		194,400		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BP612046		A14035638		A14035638		2/13/15		随意契約		42054		佐藤　正和		髙巣　友和		2/20/15

		P		②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		45,900		北原商事（株）		A0E31BP612046		A14035034		A14035034		1/30/15		随意契約		2/23/15		佐藤　正和		髙巣　友和		2/23/15

		P		②		消耗品		信号演算器　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		268,920		オーク設備工業（株）		A0E31BP612046		A14037959		A14037959		2/25/15		随意契約		3/10/15		佐藤　正和		髙巣　友和		3/20/15

		P		②		消耗品		デアロール　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		77,760		理工科学（株）		A0E31BP612046		A14035219		A14035219		2/9/15		随意契約		3/2/15		佐藤　正和		髙巣　友和		3/6/15

		P		②		消耗品		冷却塔薬液		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		712,800		三綱（株）		A0E31BP612046		A14038634		A14038634		3/9/15		随意契約		42081		佐藤　正和		髙巣　友和		3/20/15

		P		②		消耗品		電動ドリル用電池パック　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		30,780		理工科学（株）		A0E31BP612046		A14038664		A14038664		3/9/15		随意契約		3/23/15		佐藤　正和		髙巣　友和		3/27/15

		長 チョウ		②		消耗品		吸水バック　20枚		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		345,600		北原商事（株）		A0E31S6811046		A14028909		A14028909		12/18/14		随意契約		12/25/14		佐藤　正和		赤池　健		12/26/14

		長 チョウ		②		消耗品		ロータンク蓋		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		5,940		（株）エムエス　つくば営業所		A0E31S6813046		A14027794		A14027794		12/4/14		随意契約		12/25/14		佐藤　正和		髙巣　友和		12/25/14

		長 チョウ		②		消耗品		フラッシュマン　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		246,780		理工科学（株）		A0E31S6813046		A14038666		A14038666		3/9/15		随意契約		3/23/15		佐藤　正和		髙巣　友和		3/27/15

		長 チョウ		②		消耗品		高エネ研（東海）1号館自動制御盤除湿乾燥対策品		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		70,200		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31S6823046		A14034383		A14034383		2/3/15		随意契約		2/17/15		佐藤　正和		礒﨑　操		2/20/15

		-		②		消耗品		高エネ研吾妻２丁目805号棟風呂釜等納品（４室分）		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		166,320		カンキ工業（有）		A0E41S6041046		A14034437		A14034437		1/29/15		随意契約		3/20/15		福田　幸子		齋木　武		3/20/15

		長 チョウ		②		消耗品		リコー廃トナーボトル　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		77,544		茨城チャート（株）		A0F01J6E22046		A14004875		A14004875		5/9/14		随意契約		5/28/14		佐藤　正和		千田　謙太郎		5/27/14

		長 チョウ		②		消耗品		スペースヒーター　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		42,120		東芝電機サービス(株)		A0F01J6E22046		A14004874		A14004874		5/8/14		随意契約		7/3/14		佐藤　正和		千田　謙太郎		7/3/14

		長 チョウ		②		消耗品		メディアコンバーター　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		462,132		茨城チャート（株）		A0F01J6E22046		A14019370		A14019370		8/26/14		随意契約		10/14/14		佐藤　正和		千田　謙太郎		10/10/14

		長 チョウ		②		消耗品		中央監視用部品PCS用バッテリー　8個		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		259,200		（株）日立製作所　インフラシステム総合営業本部社会システム営業本部営業第一部		A0F01J6E22046		A14015072		A14015072		8/5/14		随意契約		10/1/14		佐藤　正和		千田　謙太郎		10/3/14

		長 チョウ		②		消耗品		PHS電話機　40台		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		907,200		東陽工業（株）北関東支店		A0F01J6E22046		A14025209		A14025209		11/4/14		随意契約		11/27/14		佐藤　正和		塚本　智		12/12/14

		長 チョウ		②		消耗品		ソフトメッシュαシート　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		111,294		茨城チャート（株）		A0F01J6E22046		A14026845		A14026845		12/1/14		随意契約		12/18/14		佐藤　正和		菊池　次男		12/26/14

		長 チョウ		②		消耗品		三波長形昼白色　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		378,054		首都圏電工(株)北関東営業所		A0F01J6E22046		A14026837		A14026837		11/20/14		随意契約		12/15/14		佐藤　正和		菊池　次男		12/26/14

		長 チョウ		②		消耗品		ドア駆動Vベルト（A72)		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		12,960		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0F01J6E22046		A14030979		A14030979		12/10/14		随意契約		1/27/15		佐藤　正和		菊池　次男		1/30/15

		長 チョウ		②		消耗品		フルカラー金属防滴プレート３コ用　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		6,372		藤井産業（株）つくば支店		A0F01J6E22046		A14030230		A14030230		12/12/14		随意契約		1/20/15		佐藤　正和		菊池　次男		1/30/15

		長 チョウ		②		消耗品		計測器　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		246,132		藤井産業（株）つくば支店		A0F01J6E22046		A14037903		A14037903		2/26/15		随意契約		3/13/15		佐藤　正和		菊池　次男		3/25/15

		長 チョウ		②		消耗品		ホースリール　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		69,984		理工科学（株）		A0F01J6E23046		A14001373		A14001373		4/15/14		随意契約		4/23/14		佐藤　正和		礒﨑　操		4/22/14

		長 チョウ		②		消耗品		ﾊﾞﾙﾌﾞ　６個		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		73,872		北原商事（株）		A0F01J6E23046		A14001764		A14001764		4/9/14		随意契約		5/7/14		佐藤　正和		礒﨑　操		5/1/14

		長 チョウ		②		消耗品		中継ｶｰﾙｹｰﾌﾞﾙ		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		3,834		北原商事（株）		A0F01J6E23046		A14002743		A14002743		4/21/14		随意契約		5/16/14		佐藤　正和		礒﨑　操		5/12/14

		長 チョウ		②		消耗品		プレフィルターろ材		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		14,742		日進技研（株）		A0F01J6E23046		A14007086		A14007086		5/23/14		随意契約		6/16/14		佐藤　正和		礒﨑　操		6/6/14

		長 チョウ		②		消耗品		薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ部品		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		15,120		栗田工業（株）水戸営業所		A0F01J6E23046		A14009927		A14009927		6/17/14		随意契約		6/27/14		佐藤　正和		礒﨑　操		6/27/14

		長 チョウ		②		消耗品		バイメタル温度計　２個		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		10,260		理工科学（株）		A0F01J6E23046		A14009405		A14009405		6/11/14		随意契約		7/2/14		佐藤　正和		礒﨑　操		7/1/14

		長 チョウ		②		消耗品		Ｖベルト		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		459,000		北原商事（株）		A0F01J6E23046		A14005030		A14005030		4/28/14		随意契約		7/8/14		佐藤　正和		礒﨑　操		7/3/14

		長 チョウ		②		消耗品		誤操作防止金具　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		7,020		北原商事（株）		A0F01J6E23046		A14009917		A14009917		6/10/14		随意契約		7/16/14		佐藤　正和		礒﨑　操		7/14/14

		長 チョウ		②		消耗品		RI作業用実験衣（黄）		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		38,880		（株）千代田テクノル　茨城営業所		A0F01J6E23046		A14018519		A14018519		9/16/14		随意契約		9/24/14		佐藤　正和		礒﨑　操		9/30/14

		長 チョウ		②		消耗品		万能ネット　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		101,520		理工科学（株）		A0F01J6E23046		A14022297		A14022297		10/16/14		随意契約		10/28/14		佐藤　正和		礒﨑　操		11/14/14

		長 チョウ		②		消耗品		PEロープ		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		2,592		理工科学（株）		A0F01J6E23046		A14026038		A14026038		11/20/14		随意契約		12/9/14		佐藤　正和		礒﨑　操		12/19/14

		長 チョウ		②		消耗品		窒素ガス		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		19,440		(株)巴商会 東海営業所		A0F01J6E23046		A14024493		A14024493		11/25/14		随意契約		11/26/14		佐藤　正和		礒﨑　操		11/28/14

		長 チョウ		②		消耗品		高気密ﾀﾞﾝﾊﾟﾓｰﾀｰｱｸﾁｪｰﾀｰ		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		98,280		日本電技（株）つくば支店		A0F01J6E23046		A14027626		A14027626		12/5/14		随意契約		1/16/15		佐藤　正和		礒﨑　操		1/30/15

		長 チョウ		②		消耗品		Vベルト　A-45		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		4,320		理工科学（株）		A0F01J6E23046		A14027756		A14027756		12/8/14		随意契約		12/16/14		佐藤　正和		礒﨑　操		12/19/14

		長 チョウ		②		消耗品		音姫		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		16,200		理工科学（株）		A0F01J6E23046		A14028091		A14028091		12/8/14		随意契約		12/22/14		佐藤　正和		丸山　雅史		12/25/14

		長 チョウ		②		消耗品		窒素ガス		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		25,920		(株)巴商会 東海営業所		A0F01J6E23046		A14027124		A14027124		12/11/14		随意契約		12/11/14		佐藤　正和		礒﨑　操		12/26/14

		長 チョウ		②		消耗品		ｴｺｿﾙﾄ		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		30,240		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01J6E23046		A14032500		A14032500		1/6/15		随意契約		2/10/15		佐藤　正和		礒﨑　操		2/13/15

		長 チョウ		②		消耗品		HEPAフィルター		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		137,376		日進技研（株）		A0F01J6E23046		A14036539		A14036539		2/18/15		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		礒﨑　操		3/25/15

		長 チョウ		②		消耗品		工業塩		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		45,360		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01J6E23046		A14038741		A14038741		3/9/15		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		礒﨑　操		3/20/15

		長 チョウ		②		消耗品		長尺専用脚立　他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		50,598		理工科学（株）		A0F01J6E23046		A14038743		A14038743		3/9/15		随意契約		3/18/15		佐藤　正和		礒﨑　操		3/20/15

		長 チョウ		②		消耗品		Vﾍﾞﾙﾄ		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		30,942		北原商事（株）		A0F01J6E23046		A14039068		A14039068		3/4/15		随意契約		3/24/15		佐藤　正和		礒﨑　操		3/24/15

		長 チョウ		②		消耗品		冷却塔薬液		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		231,336		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01J6E23046		A14039062		A14039062		3/3/15		随意契約		3/23/15		佐藤　正和		礒﨑　操		3/23/15

		P		②		他委託		高エネ研電子陽電子入射器棟クライストロンギャラリー搬入口鋼製建具調査業務		運交金-加五-リニアック(PF)-共通2		0		0		259,200		(株)山三		A0C25P6021278		A14007093		A14007093		5/2/14		随意契約		7/23/14		福田　幸子		大澤　　哲		7/23/14

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研3号館定期調査報告業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		496,800		（株）横須賀満夫建築設計事務所		A0E31S6811078		A14016024		A14016024		7/7/14		随意契約		12/17/14		福田　幸子		玉盛　絵里香		12/17/14

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研3号館外壁調査業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		324,000		（株）村全		A0E31S6811078		A14016027		A14016027		7/7/14		随意契約		11/27/14		福田　幸子		玉盛　絵里香		11/28/14

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研専用水道等水質検査業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		560,520		平成理研（株）茨城営業所		A0E31S6813078		A14000184		A14000184		4/1/14		随意契約		3/31/15		佐藤　正和		髙巣　友和		3/31/15

		P		②		他委託		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟外壁クラック調査業務		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費・二次ライン		0		0		583,200		東康建設工業（株）		A0F01J6Ac1478		A14029201		A14029201		12/17/14		随意契約		2/6/15		佐藤　正和		石田　卓		2/6/15

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研（東海）中央制御棟等仮設発電機運転業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		669,600		（株）アトックス　東海営業所		A0F01J6E22078		A14008942		A14008942		6/3/14		随意契約		7/22/14		福田　幸子		千田　謙太郎		7/18/14

		P		②		他委託		高エネ研（東海）ハドロン実験施設停電工事に伴う停復電操作		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		78,840		（株）アトックス　東海営業所		A0F01J6E22078		A14020704		A14020704		10/1/14		随意契約		10/23/14		佐藤　正和		千田　謙太郎		10/21/14

		P		②		他委託		高エネ研(東海)ＭＲＤ３電源棟冷却水配管調査		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		282,420		（株）ピーエーシー		A0F01J6E23078		A14033455		A14033455		12/18/14		随意契約		2/17/15		佐藤　正和		髙巣　友和		2/13/15

				②点検保守費合計（一般） テンケン ホシュ ヒ ゴウケイ												203,228,926

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研北カウンターホールクレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,106,000		（株）アトックス　東海営業所		A0E31BP61206B		A14000192		A14000192		4/1/14		随意契約		3/31/15		福田　幸子		鈴木　久		3/31/15				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		200,366,220

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研変電設備定期点検に伴う操作等		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		963,360		高橋興業（株）		A0E31BP61106B		A14019872		A14019872		8/22/14		随意契約		9/30/14		福田　幸子		氏家　和輝		9/30/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研富士実験棟等天井クレーン整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		990,360		（株）神内電機製作所		A0E31BP61206B		A14026650		A14026650		11/27/14		随意契約		2/13/15		佐藤　正和		品川　尚也		2/13/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士機械棟等スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,050,000		（株）前川製作所		A0E31BP61206B		A14000301		A14000301		4/1/14		随意契約		3/31/15		佐藤　正和		國府田　正彦		3/31/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,376,000		（株）アトックス　東海営業所		A0E31BP61206B		A14000310		A14000310		4/1/14		随意契約		3/31/15		佐藤　正和		鈴木　久		3/31/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研日光機械棟スクリュー冷凍機Ｒ－４整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		7,722,000		（株）前川製作所		A0E31BP61206B		A14005747		A14005747		6/23/14		一般競争契約		9/30/14		佐藤　正和		小川　一弘		9/30/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備（日光変電所）点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		6,804,000		（株）日立製作所　インフラシステム総合営業本部社会システム営業本部営業第一部		A0E31BP61106B		A14010044		A14010044		6/25/14		一般競争契約		10/17/14		福田　幸子		氏家　和輝		10/17/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備（中央変電所等）点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		33,804,000		東芝電機サービス(株)		A0E31BP61106B		A14010041		A14010041		6/25/14		一般競争契約		10/17/14		福田　幸子		氏家　和輝		10/17/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備（大穂変電所）点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		6,393,600		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社		A0E31BP61106B		A14010043		A14010043		6/25/14		一般競争契約		10/17/14		福田　幸子		氏家　和輝		10/17/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子入射器棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		15,645,000		（株）神内電機製作所		A0E31BP61206B		A14000305		A14000305		4/1/14		一般競争契約		3/31/15		佐藤　正和		鈴木　久		3/31/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研中央変電所等自家発電装置点検整備その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		243,000		高橋興業（株）		A0E31BP61106B		A14026649		A14026649		11/21/14		随意契約		1/16/15		佐藤　正和		瀬谷　憲明		1/16/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟天井クレーン（５０／５ｔ）補巻操作盤点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		673,920		宇部興産機械（株）		A0E31BP61206B		A14012241		A14012241		7/1/14		随意契約		8/21/14		佐藤　正和		小川　一弘		8/8/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,095,000		宇部興産機械（株）		A0E31BP61206B		A14000308		A14000308		4/1/14		一般競争契約		3/31/15		佐藤　正和		鈴木　久		3/31/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研筑波トンネル直線部クレーン操作用ペンダント交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		960,120		三菱電機ＦＡ産業機器（株）東日本支店		A0E31BP61206B		A14033089		A14033089		1/26/15		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		品川　尚也		3/20/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		5,292,000		三菱重工マシナリーテクノロジー㈱		A0E31BP61206B		A14000270		A14000270		4/1/14		一般競争契約		3/31/15		福田　幸子		鈴木　久		3/31/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟等スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		3,024,000		日本熱源システム（株）		A0E31BP61206B		A14000300		A14000300		4/1/14		随意契約		3/31/15		佐藤　正和		國府田　正彦		3/31/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研スクリュー冷凍機ＯＭ－Ｒ－４、ＴＭ－Ｒ－４保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,646,000		（株）神戸製鋼所機械事業部門圧縮機事業部冷熱・エネルギー部		A0E31BP61206B		A14000297		A14000297		4/1/14		随意契約		3/31/15		佐藤　正和		國府田　正彦		3/31/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研サブ変電所等点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		42,336,000		（財）関東電気保安協会茨城事業本部		A0E31BP61106B		A14010040		A14010040		6/25/14		一般競争契約		10/17/14		福田　幸子		氏家　和輝		10/17/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研サブ変電所S-27一般動力(2)LBS高圧ヒューズ不良取替その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		157,680		高橋興業（株）		A0E31BP61106B		A14036803		A14036803		2/23/15		随意契約		3/6/15		佐藤　正和		氏家　和輝		3/6/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研S-502実験電力No.2(Q)51GL調査その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		887,760		高橋興業（株）		A0E31BP61106B		A14023751		A14023751		9/25/14		随意契約		10/31/14		佐藤　正和		氏家　和輝		10/31/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PS特高変電所非常用自家発電装置点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		999,000		新潟原動機（株）		A0E31BP61106B		A14006000		A14006000		5/21/14		随意契約		7/9/14		福田　幸子		瀬谷　憲明		7/25/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＰＦ電源棟電源・実験準備室天井クレーン整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,944,000		（株）神内電機製作所		A0E31BP61206B		A14027842		A14027842		12/19/14		随意契約		3/13/15		佐藤　正和		品川　尚也		3/13/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ光源棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		6,912,000		三菱電機ＦＡ産業機器（株）東日本支店		A0E31BP61206B		A14000307		A14000307		4/1/14		一般競争契約		3/31/15		佐藤　正和		鈴木　久		3/31/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PFエネルギーセンター非常用自家発電装置点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		993,600		東芝電機サービス(株)		A0E31BP61106B		A14026181		A14026181		11/12/14		随意契約		1/23/15		佐藤　正和		瀬谷　憲明		1/23/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PFエネルギーセンター非常用自家発電設備機器点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		48,600		高橋興業（株）		A0E31BP61106B		A14003648		A14003648		4/18/14		随意契約		7/9/14		福田　幸子		瀬谷　憲明		7/25/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟空冷チラー（ＣＨ－２）圧縮機他交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,266,000		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BP61206B		A14004108		A14004108		5/19/14		随意契約		8/29/14		福田　幸子		小川　一弘		8/29/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		7,457,940		コネクレーンズ（株）		A0E31BP61206B		A14000196		A14000196		4/1/14		一般競争契約		3/31/15		福田　幸子		鈴木　久		3/31/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＭＲ・Ｄ１０電源棟等天井クレーン整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		953,640		（株）神内電機製作所		A0E31BP61206B		A14028382		A14028382		12/11/14		随意契約		3/6/15		佐藤　正和		品川　尚也		3/6/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）特別高圧受変電設備（５０ＧｅＶ変電所）点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		12,312,000		東芝電機サービス(株)		A0F01J6E2206B		A14004870		A14004870		6/11/14		一般競争契約		9/29/14		福田　幸子		千田　謙太郎		9/26/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）大強度陽子加速器施設クレーン保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		11,988,000		（株）アトックス　東海営業所		A0F01J6E2306B		A14000418		A14000418		4/1/14		一般競争契約		3/31/15		福田　幸子		丸山　雅史		3/31/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ハドロン第1機械棟チラー（RR-HM１－２）他整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		410,400		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01J6E2306B		A14026286		A14026286		11/21/14		随意契約		12/22/14		佐藤　正和		礒﨑　操		12/19/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール他ＲＩフィルター取替		運交金-J-PARC-ハドロン設備改修(大強度)-ハドロン実験ホール改修費[補填]		0		0		1,823,040		（株）アトックス　東海営業所		A0F01J6A1116B		A14027648		A14027648		11/28/14		随意契約		1/26/15		佐藤　正和		澤田　真也		1/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ハドロンスイッチヤード廃液移送ポンプ（PD-HM1-3-1)取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		226,800		(有)大内製作所		A0F01J6E2306B		A14019969		A14019969		9/25/14		随意契約		10/28/14		佐藤　正和		礒﨑　操		10/24/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研(東海)ハドロンスイッチヤード傾斜クレーン№２整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		2,214,000		飛島建設（株）		A0F01J6E2306B		A14008295		A14008295		6/19/14		随意契約		7/30/14		佐藤　正和		丸山　雅史		7/31/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ハドロンスイッチヤード傾斜クレーン№２サドル整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		4,244,400		飛島建設（株）		A0F01J6E2306B		A14024020		A14024020		11/17/14		随意契約		1/9/15		佐藤　正和		丸山　雅史		1/30/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟ＲＩ排気フィルター取替		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費・測量		0		0		255,960		（株）アトックス　東海営業所		A0F01J6Ac156B		A14035300		A14035300		2/5/15		随意契約		2/25/15		佐藤　正和		藤井　芳昭		2/27/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）MR第3機械棟チラーユニット（RR-M3-1-2)整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		138,240		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01J6E2306B		A14021906		A14021906		9/24/14		随意契約		10/28/14		佐藤　正和		礒﨑　操		10/27/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第2機械棟RI排気フィルター取替		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-共通		0		0		486,000		（株）アトックス　東海営業所		A0F01J6C1106B		A14030234		A14030234		12/16/14		随意契約		2/25/15		佐藤　正和		内藤　富士雄		2/27/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研(東海）MR第1機械棟チラーユニット(RR-M1-1-2）整備		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		138,240		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01J6E2306B		A14007958		A14007958		6/2/14		随意契約		6/20/14		佐藤　正和		礒﨑　操		6/27/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR・第2搬入棟クレーン（40.6ｔ）無線機部品調査・取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		347,760		（株）アトックス　東海営業所		A0F01J6E2306B		A14019080		A14019080		9/12/14		随意契約		9/26/14		佐藤　正和		礒﨑　操		9/26/14

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR・第２搬入棟クレーン（40.6t)無線機部品取替		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		43,200		（株）アトックス　東海営業所		A0F01J6E2306B		A14017191		A14017191		8/28/14		随意契約		10/28/14		佐藤　正和		礒﨑　操		10/24/14

		P		②		他委託		高エネ研（東海）スイッチヤードクレーン走行レール測量業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		993,600		飛島建設（株）		A0F01J6E23078		A14018583		A14018583		9/12/14		随意契約		10/17/14		佐藤　正和		礒﨑　操		10/24/14

				②点検保守費合計（特殊） テンケン ホシュ ヒ ゴウケイ トクシュ												200,366,220

		P		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		99,040,320		高橋興業（株）		A0E31BP61106B		A14002441				4/1/14		一般競争契約		3/31/15		佐藤　正和		赤池　健		3/31/15

		P		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		142,598,880		高橋興業（株）		A0E31BP61206B		A14002441				4/1/14		一般競争契約		3/31/15		佐藤　正和		赤池　健		3/31/15

		長 チョウ		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		4,536,000		高橋興業（株）		A0E31S681106B		A14002441				4/1/14		一般競争契約		3/31/15		佐藤　正和		赤池　健		3/31/15

		P		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電気・機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		82,010,880		（株）アトックス　東海営業所		A0F01J6E2206B		A14002446				4/1/14		一般競争契約		3/31/15		佐藤　正和		伊藤　博		3/31/15

		P		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電気・機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		124,377,120		（株）アトックス　東海営業所		A0F01J6E2306B		A14002446				4/1/14		一般競争契約		3/31/15		佐藤　正和		伊藤　博		3/31/15

				③運転監視費合計 ウンテン カンシ ヒ ゴウケイ												452,563,200

		長 チョウ		④		環境整備		高エネ研構内建物周辺コンクリートガラ除去その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		327,240		不二造園土木（株）		A0E31S6811074		A14031982		A14031982		1/20/15		随意契約		2/13/15		佐藤　正和		松本　利男		2/20/15				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		6,400,810

		長 チョウ		④		環境整備		高エネ研（東海）廃蛍光管等収集運搬処分		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		0		0		187,164		野村興産（株）		A0F01J6E22074		A14006670		A14006670		6/1/14		随意契約		8/7/14		佐藤　正和		千田　謙太郎		10/10/14

		P		④		他委託		高エネ研（東海）ハドロン第1、2機械棟廃棄物分別ドラム缶詰作業その他		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		0		0		367,200		（株）アトックス　東海営業所		A0F01J6E23078		A14015931		A14015931		8/20/14		随意契約		9/5/14		佐藤　正和		礒﨑　操		8/29/14

		P		④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-素核研-Belle(B運営)-物件費・KLミュー測定器		0		0		409,320		（株）やまたけ　土浦営業所		A0A20B6k12274		A14036063		A14036063		1/21/15		随意契約		3/4/15		野村　恭子		住澤　一高		3/20/15

		P		④		環境整備		無停電電源装置廃棄送料　一式　		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-タンパク		0		0		14,040		北原商事（株）		A0B10P6025374		A14026629		A14026629		11/27/14		随意契約		1/14/15		大橋　康代		山田　悠介		1/16/15

		長 チョウ		④		環境整備		立替払　クリーンセンターごみ処理手数料　一式		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		0		0		23,310		山口　誠哉		A0C01S6061074		A14040611		A14040611		3/30/15		随意契約		3/31/15		渡部　千早紀		山口　誠哉		3/31/15

		P		④		環境整備		廃油ドラム処分　４本		運交金-加五-リニアック(B運営)-マイクロ波1		0		0		8,640		田上石油店　代表者　田上憲一		A0C25B6021074		A14002606		A14002606		4/22/14		随意契約		4/23/14		高井　さおり		松本　修二		4/23/14

		P		④		環境整備		高圧絶縁油　他		運交金-加五-リニアック(B運営)-マイクロ波1		0		0		64,800		(株)宇田川コーポレーション		A0C25B6021074		A14025259		A14025259		11/5/14		随意契約		11/10/14		高井　さおり		中尾　克已		11/18/14

		長 チョウ		④		環境整備		立替払　廃棄処理　一式		運交金-加六-加速器六系(一般)-加六系共通		0		0		3,456		中村　英滋		A0C26S6261074		A14002881		A14002881		4/28/14		随意契約		4/28/14		渡辺　和子		中村　英滋		4/28/14

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理（4月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		32,400		（株）日の丸商事		A0E41S6026174		A14008400		A14008400		4/1/14		随意契約		5/2/14		佐久間　昌子		大橋　康代		3/31/15

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理（5月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		64,800		（株）日の丸商事		A0E41S6026174		A14008402		A14008402		4/1/14		随意契約		6/6/14		佐久間　昌子		大橋　康代		3/31/15

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理（6月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		64,800		（株）日の丸商事		A0E41S6026174		A14008403		A14008403		4/1/14		随意契約		7/1/14		佐久間　昌子		大橋　康代		3/31/15

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理（7月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		64,800		（株）日の丸商事		A0E41S6026174		A14008404		A14008404		4/1/14		随意契約		8/1/14		佐久間　昌子		大橋　康代		3/31/15

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理（8月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		64,800		（株）日の丸商事		A0E41S6026174		A14008405		A14008405		4/1/14		随意契約		9/1/14		佐久間　昌子		大橋　康代		3/31/15

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理（9月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		64,800		（株）日の丸商事		A0E41S6026174		A14008406		A14008406		4/1/14		随意契約		10/1/14		佐久間　昌子		大橋　康代		3/31/15

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理（10月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		64,800		（株）日の丸商事		A0E41S6026174		A14008407		A14008407		4/1/14		随意契約		11/5/14		佐久間　昌子		大橋　康代		3/31/15

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理（11月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		64,800		（株）日の丸商事		A0E41S6026174		A14008408		A14008408		4/1/14		随意契約		12/3/14		佐久間　昌子		大橋　康代		3/31/15

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理（12月分）　		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		32,400		（株）日の丸商事		A0E41S6026174		A14008409		A14008409		4/1/14		随意契約		1/5/15		佐久間　昌子		大橋　康代		3/31/15

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理（1月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		32,400		（株）日の丸商事		A0E41S6026174		A14008410		A14008410		4/1/14		随意契約		2/2/15		佐久間　昌子		大橋　康代		3/31/15

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理（2月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		64,800		（株）日の丸商事		A0E41S6026174		A14008411		A14008411		4/1/14		随意契約		3/9/15		佐久間　昌子		大橋　康代		3/31/15

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理（3月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		32,400		（株）日の丸商事		A0E41S6026174		A14008413		A14008413		4/1/14		随意契約		3/30/15		佐久間　昌子		大橋　康代		3/31/15

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		1,447,200		（株）日の丸商事		A0E41S6026174		A14010995		A14010995		6/20/14		随意契約		8/5/14		舟山　広貴		舟山　広貴		8/29/14

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		993,600		（株）日の丸商事		A0E41S6026174		A14034834		A14034834		2/5/15		随意契約		3/23/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/20/15

		P		④		環境整備		HEPAフィルター廃棄処理　一式		運交金-先端-測定器開発・物件費(先端)-クリーンルーム		0		0		52,920		（株）エッセンスクリーン		A0EAAL6d11774		A14029794		A14029794		12/25/14		随意契約		12/25/14		蛯原　真奈美		羽澄　昌史		12/25/14

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(大強度)-物件費		0		0		114,480		常陸環境開発（株）		A0F01J6Aa1074		A14021962		A14021962		8/1/14		随意契約		10/8/14		小泉　髙弘		加藤　洋二		10/31/14

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(大強度)-物件費		0		0		168,480		常陸環境開発（株）		A0F01J6Aa1074		A14028010		A14028010		10/24/14		随意契約		12/8/14		小泉　髙弘		加藤　洋二		12/26/14

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業		運交金-J-PARC-一次陽子(大強度)-物件費・実験室設備		0		0		100,000		常陸環境開発（株）		A0F01J6Aa1174		A14006830		A14006830		5/20/14		随意契約		7/11/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		8/31/14

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(大強度)-物件費・実験室設備		0		0		157,680		常陸環境開発（株）		A0F01J6Aa1174		A14028767		A14028767		11/21/14		随意契約		12/15/14		小泉　髙弘		加藤　洋二		12/26/14

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(大強度)-物件費・実験室設備		0		0		136,080		常陸環境開発（株）		A0F01J6Aa1174		A14022305		A14022305		2/27/15		随意契約		3/25/15		小泉　髙弘		加藤　洋二		3/31/15

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-ＲＦ		0		0		249,480		常陸環境開発（株）		A0F01J6C11374		A14014863		A14014863		7/14/14		随意契約		8/21/14		小泉　髙弘		原　圭吾		8/29/14

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-ＲＦ		0		0		60,480		常陸環境開発（株）		A0F01J6C11374		A14028088		A14028088		10/31/14		随意契約		12/8/14		小泉　髙弘		原　圭吾		12/26/14

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-ＲＦ		0		0		244,080		常陸環境開発（株）		A0F01J6C11374		A14040048		A14040048		3/6/15		随意契約		3/25/15		小泉　髙弘		原　圭吾		3/31/15

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-制御		0		0		42,120		常陸環境開発（株）		A0F01J6C11474		A14014861		A14014861		7/14/14		随意契約		8/25/14		小泉　髙弘		仁木　和昭		8/29/14

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-シスコミ		0		0		114,480		常陸環境開発（株）		A0F01J6C11874		A14014896		A14014896		7/9/14		随意契約		8/1/14		小泉　髙弘		久保田　親		8/29/14

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-シスコミ		0		0		157,680		常陸環境開発（株）		A0F01J6C11874		A14026712		A14026712		10/28/14		随意契約		11/21/14		小泉　髙弘		久保田　親		11/28/14

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-シスコミ		0		0		146,880		常陸環境開発（株）		A0F01J6C11874		A14030552		A14030552		12/8/14		随意契約		1/6/15		小泉　髙弘		久保田　親		1/14/15

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業		運交金-J-PARC-一般安全(大強度)-物件費		0		0		162,000		常陸環境開発（株）		A0F01J6D21074		A14014145		A14014145		7/29/14		随意契約		9/30/14		小泉　髙弘		菅原　正克		9/30/14

				④廃棄物処分費合計（一般） ハイキブツ ショブン ヒ ゴウケイ イッパン												6,400,810

		P		④		環境整備		密封線源引取料　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-物質化学GL留置		0		0		79,920		（社）日本アイソトープ協会		A0B10P6024174		A14034203		A14034203		2/2/15		随意契約		3/3/15		広瀬　昌章		丹羽　尉博		3/27/15				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		90,812,062

		P		④		環境整備		密封線源引取料　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-生命科学GL留置		0		0		79,920		（社）日本アイソトープ協会		A0B10P6026174		A14032688		A14032688		1/23/15		随意契約		3/3/15		広瀬　昌章		五十嵐　教之		3/6/15

		P		④		環境整備		廃酸処分費　一式		運交金-加三・四-B運転(B運営)-常伝導空洞		0		0		399,600		ミヤマ（株）		A0C28B6031374		A14030028		A14030028		1/5/15		随意契約		2/4/15		土井　美奈子		竹内　保直		2/6/15

		長 チョウ		④		環境整備		密封線源引取料　一式		運交金-放射セ-加速器安全(B運営)-放射線管理業務委託		0		0		165,240		（社）日本アイソトープ協会		A0D11B6011074		A14038881		A14038881		2/12/15		随意契約		3/1/15		久保　篤志		佐々木　慎一		2/19/15

		長 チョウ		④		環境整備		実験系廃棄物収集運搬処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		0		0		605,603		松田産業㈱		A0D11P6021174		A14012460		A14012460		5/2/14		随意契約		7/3/14		久保　篤志		平　雅文		7/3/14

		長 チョウ		④		環境整備		実験系廃棄物収集運搬処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		0		0		556,296		松田産業㈱		A0D11P6021174		A14017888		A14017888		6/3/14		随意契約		8/29/14		久保　篤志		平　雅文		8/29/14

		長 チョウ		④		環境整備		実験系廃棄物収集運搬処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-水質検査		0		0		802,600		松田産業㈱		A0D11P6021274		A14037863		A14037863		2/17/15		随意契約		2/24/15		久保　篤志		平　雅文		2/24/15

		P		④		環境整備		廃酸処分　一式		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-STF基盤		0		0		302,400		ミヤマ（株）		A0EAAL6l21274		A14022877		A14022877		10/22/14		随意契約		11/10/14		渡辺　和子		沢辺　元明		11/10/14

		P		④		環境整備		廃酸処分　一式		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-STF基盤		0		0		434,160		ミヤマ（株）		A0EAAL6l21274		A14023614		A14023614		10/30/14		随意契約		12/2/14		飯村　道子		沢辺　元明		12/2/14

		P		④		環境整備		廃酸処分　一式		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-STF基盤		0		0		302,400		ミヤマ（株）		A0EAAL6l21274		A14029228		A14029228		1/8/15		随意契約		1/26/15		渡辺　和子		沢辺　元明		1/26/15

		長 チョウ		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-放射線(大強度)-放射線廃棄物処理		0		0		12,661,812		（社）日本アイソトープ協会		A0F01J6D11274		A14011426		A14011426		6/12/14		随意契約（第一号）		7/25/14		大出　登志子		萩原　雅之		7/31/14

		長 チョウ		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-放射線(大強度)-放射線廃棄物処理		0		0		368,884		（社）日本アイソトープ協会		A0F01J6D11274		A14014273		A14014273		7/25/14		随意契約		7/25/14		大出　登志子		萩原　雅之		7/29/14

		長 チョウ		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-放射線(大強度)-放射線廃棄物処理		0		0		10,202,176		（社）日本アイソトープ協会		A0F01J6D11274		A14030292		A14030292		12/2/14		随意契約（第一号）		1/9/15		大出　登志子		萩原　雅之		1/30/15

				④廃棄物処分費合計（特殊） ハイキブツ ショブン ヒ ゴウケイ トクシュ												26,961,011

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（４月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		703,080		不二造園土木（株）		A0E31S6811074		A14003982		A14003982		4/1/14		随意契約		5/2/14		佐藤　正和		松本　利男		4/30/14

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（５月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		1,629,720		不二造園土木（株）		A0E31S6811074		A14008310				4/1/14		随意契約		6/4/14		佐藤　正和		松本　利男		5/30/14

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（６月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		4,084,560		不二造園土木（株）		A0E31S6811074		A14011664		A14011664		4/1/14		一般競争契約		7/3/14		佐藤　正和		松本　利男		6/30/14

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（7月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		4,419,360		不二造園土木（株）		A0E31S6811074		A14014630		A14014630		4/1/14		一般競争契約		8/5/14		佐藤　正和		松本　利男		7/31/14

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（8月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		5,088,960		不二造園土木（株）		A0E31S6811074		A14017200		A14017200		4/1/14		一般競争契約		9/2/14		佐藤　正和		玉盛　絵里香		8/29/14

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内枯損木伐採工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		475,200		不二造園土木（株）		A0E31S6811074		A14017394		A14017394		9/3/14		随意契約		9/19/14		佐藤　正和		玉盛　絵里香		9/19/14

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（9月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		5,222,880		不二造園土木（株）		A0E31S6811074		A14020674		A14020674		4/1/14		一般競争契約		10/1/14		佐藤　正和		松本　利男		9/30/14

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（10月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		2,209,680		不二造園土木（株）		A0E31S6811074		A14023920		A14023920		4/1/14		随意契約		11/4/14		佐藤　正和		松本　利男		10/31/14

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（11月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		1,807,920		不二造園土木（株）		A0E31S6811074		A14026976		A14026976		4/1/14		随意契約		12/3/14		佐藤　正和		松本　利男		11/30/14

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（12月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		1,578,360		不二造園土木（株）		A0E31S6811074		A14029961				4/1/14		一般競争契約		12/26/14		佐藤　正和		松本　利男		12/31/14

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内枯損木伐採工事（その２）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		648,000		不二造園土木（株）		A0E31S6811074		A14031974		A14031974		1/20/15		随意契約		2/13/15		佐藤　正和		松本　利男		2/13/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（１月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		1,908,360		不二造園土木（株）		A0E31S6811074		A14034109		A14034109		4/1/14		随意契約		2/3/15		佐藤　正和		松本　利男		1/31/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（2月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		1,807,920		不二造園土木（株）		A0E31S6811074		A14037576		A14037576		2/1/15		一般競争契約		3/2/15		佐藤　正和		松本　利男		3/31/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（３月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		2,142,720		不二造園土木（株）		A0E31S6811074		A14040043		A14040043		4/1/14		随意契約		3/31/15		佐藤　正和		松本　利男		3/31/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）１号館周辺除草剤散布その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		248,400		不二造園土木（株）		A0E31S6821074		A14004740		A14004740		5/8/14		随意契約		5/28/14		福田　幸子		松本　利男		5/29/14

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）東海１号館周辺草刈その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		820,800		不二造園土木（株）		A0E31S6821074		A14020720		A14020720		10/1/14		随意契約		10/31/14		佐藤　正和		松本　利男		10/31/14

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）東海１号館周辺低木刈込その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		399,600		不二造園土木（株）		A0E31S6821074		A14028927		A14028927		1/5/15		随意契約		1/15/15		佐藤　正和		松本　利男		1/15/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研北側敷地境界既存樹木伐採工事		運交金-施設部-樹木伐採経費(裁量)-物件費		0		0		501,120		不二造園土木（株）		A0E31S6Th1074		A14025635		A14025635		11/18/14		随意契約		12/25/14		佐藤　正和		松本　利男		12/25/14

		-		⑤		環境整備		高エネ研吾妻２丁目職員宿舎西側歩道沿い草刈り他		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		199,800		不二造園土木（株）		A0E41S6041074		A14013382		A14013382		7/22/14		随意契約		7/25/14		佐藤　正和		齋木　武		7/25/14

		-		⑤		環境整備		高エネ研（吾妻）職員宿舎支障木剪定工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		993,600		不二造園土木（株）		A0E41S6041074		A14032666		A14032666		1/29/15		随意契約		2/27/15		佐藤　正和		齋木　武		2/27/15

		-		⑤		環境整備		高エネ研（吾妻）職員宿舎支障木剪定工事その２		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		995,760		不二造園土木（株）		A0E41S6041074		A14034789		A14034789		2/6/15		随意契約		3/24/15		佐藤　正和		齋木　武		3/25/15

		-		⑤		環境整備		高エネ研竹園３丁目、吾妻４丁目職員宿舎支障木剪定工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		630,720		不二造園土木（株）		A0E41S6041074		A14034793		A14034793		2/6/15		随意契約		3/12/15		佐藤　正和		齋木　武		3/12/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）J-PARC構内道路周辺他草刈その他業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		1,042,200		不二造園土木（株）		A0F01J6E21074		A14014277				7/25/14		随意契約		9/12/14		佐藤　正和		山口　陽		9/5/14

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）J-PARC構内道路周辺他草刈その他業務		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		0		0		145,800		不二造園土木（株）		A0F01S6E21074		A14014277				7/25/14		随意契約		9/12/14		佐藤　正和		山口　陽		9/5/14

		P		⑤		環境整備		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟屋外環境整備（芝張）工事		その他補助金等-施設部-14H08 ｲﾉﾍﾞ施設・早野[25繰越]-利用促進化推進棟・工事費		0		0		972,000		不二造園土木（株）		I0E316H080174		A14008762-02		A14008762-02		3/31/14		随意契約		1/30/15		佐藤　正和		山口　英孝		1/30/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（５月分）		その他補助金等-機構共通-14H10 ふるさと文化財の森-事業費		0		0		513,000		不二造園土木（株）		I0E516H100174		A14008310				4/1/14		随意契約		6/4/14		佐藤　正和		松本　利男		5/30/14

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（12月分）		その他補助金等-機構共通-14H10 ふるさと文化財の森-事業費		0		0		330,000		不二造園土木（株）		I0E516H100174		A14029961				4/1/14		一般競争契約		12/26/14		佐藤　正和		松本　利男		12/31/14

		-		⑤		環境整備		高エネ研（東海）太田団地草刈作業A棟　一式		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		64,800		不二造園土木（株）		A0E41S6042074		A14016785		A14016785		6/18/14		随意契約		8/5/14		小泉　髙弘		佐藤　健吾		8/22/14

		-		⑤		環境整備		高エネ研（東海）太田団地草刈作業A棟　一式		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		64,800		不二造園土木（株）		A0E41S6042074		A14024359		A14024359		10/21/14		随意契約		10/30/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		10/31/14

		-		⑤		環境整備		高エネ研（東海）太田団地草刈作業B,C,D棟　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		136,080		不二造園土木（株）		A1E51S6212074		A14016729		A14016729		6/18/14		随意契約		8/1/14		小泉　髙弘		荒川　正夫		8/22/14

		-		⑤		環境整備		高エネ研（東海）太田団地草刈作業B,C,D棟　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		136,080		不二造園土木（株）		A1E51S6212074		A14024356		A14024356		10/21/14		随意契約		10/30/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		10/31/14

		-		⑤		環境整備		高エネ研（東海）みの内宿舎草刈作業　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		205,200		不二造園土木（株）		A1E51S6213074		A14016727		A14016727		6/18/14		随意契約		8/1/14		小泉　髙弘		荒川　正夫		8/22/14

		-		⑤		環境整備		高エネ研（東海）みの内宿舎草刈作業　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		205,200		不二造園土木（株）		A1E51S6213074		A14024355		A14024355		10/21/14		随意契約		10/30/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		10/31/14

				⑤緑地管理費合計 リョクチ カンリヒ ゴウケイ												42,331,680

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研構内道路補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		496,800		（株）ミヤモト開発		A0E31S681106I		A14010819		A14010819		6/23/14		随意契約		7/18/14		福田　幸子		赤池　健		7/17/14

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研研究本館南側道路街きょ桝補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		97,200		㈱広伝		A0E31S681106I		A14017478		A14017478		9/3/14		随意契約		9/30/14		福田　幸子		府川　薫		12/26/14

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研PF-AR南実験棟南側道路集水桝補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		91,800		㈱広伝		A0E31S681106I		A14016810		A14016810		8/29/14		随意契約		9/17/14		福田　幸子		峯　秀介		9/19/14

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研3号館正面玄関周辺部インターロッキングブロック舗装補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		939,600		(株)カタオカエンジニアリング		A0E31S681106I		A14020532		A14020532		9/30/14		随意契約		1/27/15		福田　幸子		髙橋　誠		9/17/14

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研３Ｍ竪坑等出入口前ネットフェンス取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		2,106,000		(株)カタオカエンジニアリング		A0E31S681106I		A14028582		A14028582		12/12/14		随意契約		2/27/15		佐藤　正和		髙橋　誠		1/30/15

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研6Ｍ機械棟外構工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		275,400		（株）ミヤモト開発		A0E31S681106I		A14036164		A14036164		2/17/15		随意契約		3/6/15		佐藤　正和		赤池　健		2/27/15

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研構内道路補修工事（その3）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		86,400		（株）川田建材工業		A0E31S681106I		A14036334		A14036334		2/18/15		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		赤池　健		3/13/15

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研開発共用棟南西側道路区画線取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		334,800		東康建設工業（株）		A0E31S682106I		A14006428		A14006428		5/20/14		随意契約		6/27/14		福田　幸子		髙橋　誠		3/25/15

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研（東海）器材収納庫東側駐車場等側溝他補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		164,160		東康建設工業（株）		A0E31S682106I		A14018168		A14018168		9/10/14		随意契約		9/19/14		福田　幸子		髙橋　誠		6/25/14

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研（東海）構内道路（歩道）補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		164,160		東康建設工業（株）		A0E31S682106I		A14018168		A14018168		9/10/14		随意契約		9/19/14		福田　幸子		髙橋　誠		9/19/14

		-		⑥		その他修繕費		高エネ研吾妻４丁目宿舎201棟付近外灯改修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		683,640		（有）森田電気商会		A0E41S604106I		A14036166		A14036166		2/18/15		随意契約		3/19/15		福田　幸子		齋木　武		3/20/15

		-		⑥		その他修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎構内道路等舗装補修その他工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		999,000		(株)カタオカエンジニアリング		A0E41S604106I		A14030869		A14030869		2/4/15		随意契約		3/25/15		佐藤　正和		齋木　武		3/25/15

		-		⑥		その他修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎駐車場車止め補修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		95,040		（株）塚本建装		A0E41S604106I		A14040024		A14040024		3/25/15		随意契約		3/26/15		福田　幸子		齋木　武		3/31/15

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センターインフォメーション車寄せL形側溝補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		75,600		（株）ミヤモト開発		A0E31S681106F		A14023686		A14023686		10/30/14		随意契約		11/27/14		佐藤　正和		赤池　健		11/28/14

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構内道路補修工事（その2）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		313,200		（株）ミヤモト開発		A0E31S681106F		A14030997		A14030997		1/13/15		随意契約		2/27/15		佐藤　正和		赤池　健		2/27/15

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館南側駐輪場周辺部等インターロッキング舗装補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		189,540		㈱広伝		A0E31S681106F		A14031178		A14031178		1/14/15		随意契約		2/13/15		佐藤　正和		赤池　健		2/13/15

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3Ｍ竪坑等アスファルト舗装その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		993,600		(株)カタオカエンジニアリング		A0E31S681106F		A14034346		A14034346		2/3/15		随意契約		3/11/15		佐藤　正和		髙橋　誠		3/13/15

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外灯（PS-48他）改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		648,000		（株）須藤電気商会		A0E31S681206F		A14036338		A14036338		2/18/15		随意契約		3/6/15		佐藤　正和		氏家　和輝		3/6/15

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構内外灯改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		885,600		（株）須藤電気商会		A0E31S681206F		A14037742		A14037742		2/27/15		随意契約		3/30/15		佐藤　正和		氏家　和輝		3/27/15

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）構内道路（歩道）補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		138,240		東康建設工業（株）		A0E31S682106F		A14018168		A14018168		9/10/14		随意契約		9/19/14		福田　幸子		髙橋　誠		9/19/14

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）器材収納庫東側駐車場側溝補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		572,400		東康建設工業（株）		A0E31S682106F		A14031154		A14031154		1/14/15		随意契約		2/17/15		佐藤　正和		玉盛　絵里香		2/13/15

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設東側通路段差フェンス取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		178,200		東康建設工業（株）		A0E31S682106F		A14034010		A14034010		2/2/15		随意契約		3/5/15		佐藤　正和		木村　光太		3/20/15

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎駐車場舗装等補修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		1,486,080		（株）塚本建装		A0E41S604106F		A14020329		A14020329		11/21/14		随意契約		1/16/15		佐藤　正和		齋木　武		1/20/15

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟駐車場インターロッキング舗装部補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		415,800		東康建設工業（株）		A0F01J6E2106F		A14035414		A14035414		2/12/15		随意契約		3/27/15		佐藤　正和		木村　光太		3/27/15

		P		⑥		建設仮		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟東側駐車場外灯取設工事		その他補助金等-施設部-14H08 ｲﾉﾍﾞ施設・早野[25繰越]-利用促進化推進棟・工事費		0		0		928,800		（有）森田電気商会		I0E316H080111		A14008926-02		A14008926-02		3/31/14		随意契約		1/29/15		佐藤　正和		伊藤　博		1/30/15

				⑥校地維持費合計 コウチ イジヒ ゴウケイ												13,359,060

		長 チョウ		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研受水槽・高置水槽清掃		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		1,080,000		高橋興業（株）		A0E31S681306B		A14009650		A14009650		6/27/14		随意契約		9/9/14		佐藤　正和		髙巣　友和		9/5/14

		-		⑦		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目住宅807棟西側ゴミ置場排水管逆流除去清掃作業		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		60,480		(株)フォーエム		A0E41S604106F		A14004338		A14004338		5/7/14		随意契約		5/8/14		佐藤　正和		齋木　武		5/8/14

		-		⑦		環境整備		高エネ研吾妻２丁目住宅807棟系統屋外汚水管木根除去洗浄清掃		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		982,800		高橋興業（株）		A0E41S6041074		A14004349		A14004349		5/7/14		随意契約		5/30/14		福田　幸子		齋木　武		5/30/14

		-		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研吾妻２丁目802-102室汚水管洗浄及び吸引清掃		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		324,000		高橋興業（株）		A0E41S604106B		A14022942		A14022942		10/17/14		随意契約		10/23/14		佐藤　正和		齋木　武		10/23/14

		-		⑦		環境整備		高エネ研吾妻２丁目801棟蜂の巣撤去		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		16,200		サン商事（株）ダスキン　つくば南支店		A0E41S6041074		A14016781		A14016781		9/3/14		随意契約		9/29/14		佐藤　正和		齋木　武		9/29/14

		-		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研給水施設清掃等保守点検（職員宿舎）		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		723,600		高橋興業（株）		A0E41S604106B		A14000350		A14000350		7/1/14		随意契約		10/6/14		佐藤　正和		齋木　武		10/3/14

		長 チョウ		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研４号館給湯室排水管清掃		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		45,360		（有）佐藤管理工業		A0E31S681306B		A14026119		A14026119		11/21/14		随意契約		11/26/14		佐藤　正和		清岡　翔吾		12/5/14

		長 チョウ		⑦		環境整備		高エネ研(東海）東海キャンパス既設建物屋上清掃業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		237,600		東康建設工業（株）		A0E31S6821074		A14028251				12/8/14		随意契約		12/25/14		佐藤　正和		玉盛　絵里香		12/26/14

		長 チョウ		⑦		環境整備		高エネ研(東海）東海キャンパス既設建物屋上清掃業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		658,800		東康建設工業（株）		A0F01J6E21074		A14028251				12/8/14		随意契約		12/25/14		佐藤　正和		玉盛　絵里香		12/26/14

		P		⑦		環境整備		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール周辺部集草・積込み業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		59,616		（株）アトックス　東海営業所		A0F01J6E21074		A14022538		A14022538		10/20/14		随意契約		10/31/14		佐藤　正和		木村　光太		10/31/14

		P		⑦		環境整備		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟地下２階側溝清掃業務（その２）		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		97,200		（株）アトックス　東海営業所		A0F01J6E21074		A14030009		A14030009		1/5/15		随意契約		1/30/15		佐藤　正和		木村　光太		1/30/15

		P		⑦		環境整備		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟地下２階側溝清掃業務		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		0		0		97,200		（株）アトックス　東海営業所		A0F01J6E21074		A14015352		A14015352		8/1/14		随意契約		9/30/14		福田　幸子		木村　光太		9/30/14

		長 チョウ		⑦		環境整備		高エネ研（東海）１号館受水槽他清掃及び水質検査		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		125,280		（株）アトックス　東海営業所		A0E31S6823074		A14015911		A14015911		8/18/14		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		礒﨑　操		3/20/15

		長 チョウ		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館受水槽他清掃及び水質検査		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		154,440		（株）アトックス　東海営業所		A0E31S682306B		A14015911		A14015911		8/18/14		随意契約		3/20/15		佐藤　正和		礒﨑　操		3/20/15

		-		⑦		環境整備		高エネ研（吾妻・竹園）職員宿舎屋上ドレン清掃業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		232,200		(株）共進工業		A0E41S6041074		A14000348		A14000348		5/23/14		随意契約		6/26/14		福田　幸子		齋木　武		6/26/14

		長 チョウ		⑦		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研MR・D4電源棟たて樋詰まり清掃その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		475,200		高橋興業（株）		A0E31S681106B		A14020672		A14020672		10/1/14		随意契約		10/1/14		佐藤　正和		赤池　健		10/1/14

		長 チョウ		⑦		環境整備		4号館2階ガラス清掃作業　一式		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		0		0		108,000		高橋興業（株）		A0B01S6071074		A14039508		A14039508		3/16/15		随意契約		3/25/15		石本　文子		永田　直美		3/27/15

		P		⑦		環境整備		居室の清掃　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		88,560		（有）エアリー		A0B10P6021074		A14037987		A14037987		3/2/15		随意契約		3/19/15		石本　文子		小山　篤		3/20/15

		P		⑦		環境整備		清掃作業　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		151,416		（有）エアリー		A0B10P6021074		A14039565		A14039565		3/17/15		随意契約		3/30/15		石本　文子		小山　篤		3/30/15

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（4月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		34,992		テスコ（株）		A0B10P6021174		A14003843		A14003843		4/1/14		随意契約		5/2/14		伊藤　春美		足立　伸一		4/30/14

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（5月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		52,488		テスコ（株）		A0B10P6021174		A14003844		A14003844		4/1/14		随意契約		6/2/14		伊藤　春美		足立　伸一		5/30/14

		P		⑦		環境整備		放射光研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（6月分）		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		69,984		テスコ（株）		A0B10P6021174		A14003845		A14003845		6/1/14		随意契約		7/1/14		大橋　康代		足立　伸一		6/30/14

		P		⑦		環境整備		放射光研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（7月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		52,488		テスコ（株）		A0B10P6021174		A14003846		A14003846		4/1/14		随意契約		8/1/14		大橋　康代		足立　伸一		7/31/14

		P		⑦		環境整備		放射光研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（8月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		26,244		テスコ（株）		A0B10P6021174		A14003847		A14003847		8/1/14		随意契約		9/1/14		大橋　康代		足立　伸一		8/31/14

		P		⑦		環境整備		放射光研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（9月分）		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		34,992		テスコ（株）		A0B10P6021174		A14003848		A14003848		9/1/14		随意契約		10/1/14		大橋　康代		足立　伸一		9/30/14

		P		⑦		環境整備		放射光研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（10月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		52,488		テスコ（株）		A0B10P6021174		A14003849		A14003849		10/1/14		随意契約		11/4/14		大橋　康代		足立　伸一		10/31/14

		P		⑦		環境整備		放射光研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（11月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		69,984		テスコ（株）		A0B10P6021174		A14003850		A14003850		11/1/14		随意契約		12/3/14		大橋　康代		足立　伸一		11/30/14

		P		⑦		環境整備		放射光研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（12月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		61,236		テスコ（株）		A0B10P6021174		A14003851		A14003851		12/1/14		随意契約		1/5/15		大橋　康代		足立　伸一		12/31/14

		P		⑦		環境整備		放射光研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（1月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		34,992		テスコ（株）		A0B10P6021174		A14003852		A14003852		4/1/14		随意契約		2/2/15		大橋　康代		足立　伸一		1/30/15

		P		⑦		環境整備		放射光研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（2月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		34,992		テスコ（株）		A0B10P6021174		A14003853		A14003853		4/1/14		随意契約		3/2/15		大橋　康代		足立　伸一		2/27/15

		P		⑦		環境整備		放射光研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（3月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		34,992		テスコ（株）		A0B10P6021174		A14003854		A14003854		4/1/14		随意契約		3/31/15		大橋　康代		足立　伸一		3/31/15

		P		⑦		環境整備		PF光源棟トイレ清掃　一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		166,320		高橋興業（株）		A0BB1P6031074		A14003917		A14003917		5/2/14		随意契約		6/30/14		石本　文子		足立　伸一		7/31/14

		P		⑦		環境整備		PF光源棟他トイレ清掃 一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		225,720		高橋興業（株）		A0BB1P6031074		A14022076		A14022076		10/15/14		随意契約		12/23/14		広瀬　昌章		足立　伸一		12/26/14

		長 チョウ		⑦		環境整備		第２低温棟居室清掃　一式		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		34,020		高橋興業（株）		A0D13S6091274		A14019792		A14019792		9/26/14		随意契約		10/10/14		久保　篤志		中本　建志		10/10/14

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（4月分）　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,408,620		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14005066		A14005066		4/1/14		一般競争契約		5/2/14		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(4月分)		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		451,880		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14007229		A14007229		4/1/14		随意契約		5/1/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(5月分)		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		451,880		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14007230		A14007230		4/1/14		随意契約		6/2/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（5月分）　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,350,345		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14005072		A14005072		4/1/14		一般競争契約		6/2/14		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(6月分)		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		451,880		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14007231		A14007231		4/1/14		随意契約		7/1/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（6月分）　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,364,405		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14005076		A14005076		4/1/14		一般競争契約		7/1/14		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(7月分)		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		451,880		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14007232		A14007232		4/1/14		随意契約		8/5/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（7月分）　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,379,205		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14005080		A14005080		4/1/14		一般競争契約		8/1/14		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(8月分)		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		451,880		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14007233		A14007233		4/1/14		随意契約		9/1/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（8月分）　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,331,105		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14005084		A14005084		4/1/14		一般競争契約		9/1/14		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(9月分)		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		451,880		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14007234		A14007234		4/1/14		随意契約		10/1/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（9月分）　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,338,320		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14005089		A14005089		4/1/14		一般競争契約		10/1/14		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(10月分)		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		451,880		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14007235		A14007235		4/1/14		随意契約		11/4/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（10月分）　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,356,080		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14005097		A14005097		4/1/14		一般競争契約		11/4/14		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(11月分)		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		451,880		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14007236		A14007236		4/1/14		随意契約		12/1/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（11月分）　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,335,545		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14005109		A14005109		4/1/14		一般競争契約		12/1/14		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(12月分)		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		451,880		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14027759		A14027759		4/1/14		随意契約		1/5/15		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（12月分）　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,351,455		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14005110		A14005110		4/1/14		一般競争契約		1/5/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		体育館１階床面清掃業務　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		198,288		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14028793		A14028793		12/16/14		随意契約		1/13/15		舟山　広貴		舟山　広貴		1/30/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(1月分)		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		451,879		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14027762		A14027762		4/1/14		随意契約		2/2/15		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（1月分）　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,338,320		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14005111		A14005111		4/1/14		一般競争契約		2/2/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(2月分)		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		451,879		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14027764		A14027764		4/1/14		随意契約		3/3/15		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		筑波実験棟・PF研究棟及びPF光源棟特別清掃　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		766,800		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14039109		A14039109		2/10/15		随意契約		3/23/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/23/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		管理棟特別清掃　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		550,800		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14039112		A14039112		3/3/15		随意契約		3/23/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/23/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（2月分）　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,341,095		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14005113		A14005113		4/1/14		一般競争契約		3/2/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		キッチン清掃　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		66,960		(株)ビー・ネット		A0E41S6026174		A14040634		A14040634		3/20/15		随意契約		3/30/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(3月分)		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		451,879		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14027765		A14027765		4/1/14		随意契約		3/31/15		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（3月分）　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,384,940		高橋興業（株）		A0E41S6026174		A14005114		A14005114		4/1/14		一般競争契約		3/31/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/15

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務（4月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		15,120		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14002666		A14002666		4/1/14		随意契約		5/1/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(4月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		352,720		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14007229		A14007229		4/1/14		随意契約		5/1/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務（5月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		14,580		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14002667		A14002667		4/1/14		随意契約		6/2/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(5月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		352,720		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14007230		A14007230		4/1/14		随意契約		6/2/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(6月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		352,720		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14007231		A14007231		4/1/14		随意契約		7/1/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務（6月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		15,120		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14002669		A14002669		4/1/14		随意契約		7/1/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(7月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		352,720		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14007232		A14007232		4/1/14		随意契約		8/5/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務（7月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		17,280		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14002670		A14002670		4/1/14		随意契約		8/5/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(8月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		352,720		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14007233		A14007233		4/1/14		随意契約		9/1/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務（8月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		15,120		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14002672		A14002672		4/1/14		随意契約		9/1/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(9月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		352,720		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14007234		A14007234		4/1/14		随意契約		10/1/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務（9月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		15,120		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14002673		A14002673		4/1/14		随意契約		10/1/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務（10月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		16,740		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14002674		A14002674		4/1/14		随意契約		11/4/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(10月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		352,720		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14007235		A14007235		4/1/14		随意契約		11/4/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務（11月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		15,120		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14002675		A14002675		4/1/14		随意契約		12/1/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(11月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		352,720		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14007236		A14007236		4/1/14		随意契約		12/1/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務（12月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		12,960		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14002676		A14002676		4/1/14		随意契約		1/5/15		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(12月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		345,970		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14027759		A14027759		4/1/14		随意契約		1/5/15		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務（1月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		15,120		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14002677		A14002677		4/1/14		随意契約		2/2/15		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(1月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		345,971		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14027762		A14027762		4/1/14		随意契約		2/2/15		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務（2月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		15,120		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14002678		A14002678		4/1/14		随意契約		3/3/15		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(2月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		345,971		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14027764		A14027764		4/1/14		随意契約		3/3/15		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務（3月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		17,280		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14002679		A14002679		4/1/14		随意契約		3/31/15		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス　他）(3月分)		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		345,971		高橋興業（株）		A0F01J6E31074		A14027765		A14027765		4/1/14		随意契約		3/31/15		清水　順也		清水　順也		3/31/15

				⑦清掃費合計 セイソウ ヒ ゴウケイ												46,379,047

		長 チョウ		⑧		他委託		構内警備業務　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-警備費[共通]		0		0		45,874,512		東京警備保障（株）		A0E41S6026578		A14005492		A14005492		4/1/14		一般競争契約		3/31/15		舟山　広貴		五百川　裕弥		3/31/15

		長 チョウ		⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（4月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-警備費[共通]		0		0		46,440		新安全警備保障（株）		A0E41S6026578		A14002721		A14002721		4/1/14		随意契約		5/1/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		長 チョウ		⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（5月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-警備費[共通]		0		0		46,440		新安全警備保障（株）		A0E41S6026578		A14002723		A14002723		4/1/14		随意契約		6/2/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		長 チョウ		⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（6月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-警備費[共通]		0		0		46,440		新安全警備保障（株）		A0E41S6026578		A14002724		A14002724		4/1/14		随意契約		7/1/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		長 チョウ		⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（7月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-警備費[共通]		0		0		46,440		新安全警備保障（株）		A0E41S6026578		A14002726		A14002726		4/1/14		随意契約		8/5/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		長 チョウ		⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（8月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-警備費[共通]		0		0		46,440		新安全警備保障（株）		A0E41S6026578		A14002727		A14002727		4/1/14		随意契約		9/1/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		長 チョウ		⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（9月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-警備費[共通]		0		0		46,440		新安全警備保障（株）		A0E41S6026578		A14002728		A14002728		4/1/14		随意契約		10/1/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		長 チョウ		⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（10月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-警備費[共通]		0		0		46,440		新安全警備保障（株）		A0E41S6026578		A14002729		A14002729		4/1/14		随意契約		11/4/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		長 チョウ		⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（11月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-警備費[共通]		0		0		46,440		新安全警備保障（株）		A0E41S6026578		A14002730		A14002730		4/1/14		随意契約		12/1/14		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		長 チョウ		⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（12月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-警備費[共通]		0		0		46,440		新安全警備保障（株）		A0E41S6026578		A14002731		A14002731		4/1/14		随意契約		1/5/15		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		長 チョウ		⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（1月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-警備費[共通]		0		0		46,440		新安全警備保障（株）		A0E41S6026578		A14002732		A14002732		4/1/14		随意契約		2/2/15		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		長 チョウ		⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（2月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-警備費[共通]		0		0		46,440		新安全警備保障（株）		A0E41S6026578		A14002734		A14002734		4/1/14		随意契約		3/3/15		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

		長 チョウ		⑧		他委託		東海1号館地区警備業務（3月分）		運交金-管理局-物件費(一般)-警備費[共通]		0		0		46,440		新安全警備保障（株）		A0E41S6026578		A14002736		A14002736		4/1/14		随意契約		3/31/15		小泉　髙弘		小泉　髙弘		3/31/15

				⑧警備費合計 ケイビ ヒ ゴウケイ												46,431,792

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		146,278,053		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14022516		A14022516		2014/4/1		随意契約		2014/10/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		198,057		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6204050		A14022516		A14022516		2014/4/1		随意契約		2014/10/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（8月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		96,365,390		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14017955		A14017955		2014/4/1		随意契約		2014/9/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（8月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		267,126		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6204050		A14017955		A14017955		2014/4/1		随意契約		2014/9/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		108,117,180		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14015227		A14015227		2014/4/1		随意契約		2014/8/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		201,336		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6204050		A14015227		A14015227		2014/4/1		随意契約		2014/8/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（6月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		282,091,845		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14012547		A14012547		2014/4/1		随意契約		2014/7/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（6月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		318,215		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6204050		A14012547		A14012547		2014/4/1		随意契約		2014/7/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		239,261,565		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14009147		A14009147		2014/4/1		随意契約		2014/6/2		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		221,729		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6204050		A14009147		A14009147		2014/4/1		随意契約		2014/6/2		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（4月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		139,875,375		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14005239		A14005239		4/1/14		随意契約		5/1/14		大橋　康代		大橋　康代		3/31/15

		-		⑨		電力		電気料（4月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		267,375		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6204050		A14005239		A14005239		2014/4/1		随意契約		2014/5/1		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		40,332,714		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14040718		A14040718		2015/3/31		随意契約		2015/3/31		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		収見合-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		86,193,731		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6105050		A14040718		A14040718		2015/3/31		随意契約		2015/3/31		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		507,087		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6204050		A14040718		A14040718		2015/3/31		随意契約		2015/3/31		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		その他補助金等-放二-14H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		0		0		3,905,177		東京電力（株）　（自動引落）		I0B126H010750		A14040705				2014/4/1		随意契約		2015/3/31		舟山　広貴		舟山　広貴		2015/3/31

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		その他補助金等-放二-14H03 共用促進･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		140,000		東京電力（株）　（自動引落）		I0B126H031550		A14040705				2014/4/1		随意契約		2015/3/31		舟山　広貴		舟山　広貴		2015/3/31

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		収見合-機構共通-施設利用料-高度化課金		0		0		2,015,594		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6982050		A14040718		A14040718		2015/3/31		随意契約		2015/3/31		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（2月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		30,105,198		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14039235		A14039235		2015/3/2		随意契約		2015/3/2		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		P		⑨		電力		電気料（2月分）		収見合-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		45,000,000		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6105050		A14039235		A14039235		2015/3/2		随意契約		3/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（2月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		787,479		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6204050		A14039235		A14039235		2015/3/2		随意契約		2015/3/2		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		P		⑨		電力		電気料（2月分）		その他補助金等-放二-14H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		0		0		6,000,000		東京電力（株）　（自動引落）		I0B126H010750		A14039235		A14039235		2015/3/2		随意契約		2015/3/2		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		P		⑨		電力		電気料（2月分）		その他補助金等-放二-14H03 共用促進･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		2,000,000		東京電力（株）　（自動引落）		I0B126H031550		A14039235		A14039235		2015/3/2		随意契約		2015/3/2		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		81,347,514		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14036319		A14036319		2015/1/5		随意契約		2015/2/2		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		P		⑨		電力		電気料（1月分）		収見合-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		10,000,000		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6105050		A14036319		A14036319		2015/1/5		随意契約		2015/2/2		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		668,883		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6204050		A14036319		A14036319		2015/1/5		随意契約		2015/2/2		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		P		⑨		電力		電気料（1月分）		その他補助金等-放二-14H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		0		0		6,000,000		東京電力（株）　（自動引落）		I0B126H010750		A14036319		A14036319		2015/1/5		随意契約		2015/2/2		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		P		⑨		電力		電気料（1月分）		その他補助金等-放二-14H03 共用促進･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		2,000,000		東京電力（株）　（自動引落）		I0B126H031550		A14036319		A14036319		2015/1/5		随意契約		2015/2/2		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（12月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		182,919,941		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14031721		A14031721		2014/12/1		随意契約		2015/1/5		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（12月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		817,643		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6204050		A14031721		A14031721		2014/12/1		随意契約		2015/1/5		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		P		⑨		電力		電気料（12月分）		その他補助金等-放二-14H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		0		0		6,000,000		東京電力（株）　（自動引落）		I0B126H010750		A14031721		A14031721		2014/12/1		随意契約		2015/1/5		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		P		⑨		電力		電気料（12月分）		その他補助金等-放二-14H03 共用促進･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		2,000,000		東京電力（株）　（自動引落）		I0B126H031550		A14031721		A14031721		2014/12/1		随意契約		2015/1/5		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		194,119,185		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14028550		A14028550		2014/11/1		随意契約		2014/12/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		P		⑨		電力		電気料（11月分）		収見合-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		20,000,000		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6105050		A14028550		A14028550		11/1/14		随意契約		2014/12/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		500,178		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6204050		A14028550		A14028550		2014/11/1		随意契約		2014/12/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		P		⑨		電力		電気料（11月分）		その他補助金等-放二-14H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		0		0		6,000,000		東京電力（株）　（自動引落）		I0B126H010750		A14028550		A14028550		2014/11/1		随意契約		2014/12/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		P		⑨		電力		電気料（11月分）		その他補助金等-放二-14H03 共用促進･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		2,000,000		東京電力（株）　（自動引落）		I0B126H031550		A14028550		A14028550		2014/11/1		随意契約		2014/12/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（10月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		199,937,920		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14024834		A14024834		2014/4/1		随意契約		2014/11/4		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（10月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		243,364		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6204050		A14024834		A14024834		2014/4/1		随意契約		2014/11/4		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（10月分） 信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		4,901		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14005619		A14005619		2014/4/1		随意契約		2014/11/4		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（11月分） 信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		4,880		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14005620		A14005620		2014/4/1		随意契約		2014/12/1		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（12月分） 信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		4,867		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14005622		A14005622		2014/4/1		随意契約		2015/1/5		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（1月分） 信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		4,894		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14005623		A14005623		2014/4/1		随意契約		2015/2/2		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（2月分） 信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		4,962		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14005624		A14005624		2014/4/1		随意契約		2015/3/2		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（3月分） 信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		5,044		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14005625		A14005625		2014/4/1		随意契約		2015/3/31		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（4月分） 信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		4,686		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14005611		A14005611		2014/4/1		随意契約		2014/5/1		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（5月分） 信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		5,026		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14005612		A14005612		2014/4/1		随意契約		2014/6/2		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（6月分） 信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		5,053		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14005615		A14005615		2014/4/1		随意契約		2014/7/1		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（7月分） 信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		5,026		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14005616		A14005616		2014/4/1		随意契約		2014/8/1		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（8月分） 信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		4,992		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14005617		A14005617		2014/4/1		随意契約		2014/9/1		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（9月分） 信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		4,958		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14005618		A14005618		2014/4/1		随意契約		2014/10/1		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（10月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,105,834		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14006769		A14006769		2014/4/1		随意契約		2014/10/20		伊藤　春美		大橋　康代		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（10月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		242,619		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6211050		A14006769		A14006769		2014/4/1		随意契約		2014/10/20		伊藤　春美		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（11月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,177,131		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14006770		A14006770		2014/4/1		随意契約		2014/11/18		伊藤　春美		大橋　康代		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（11月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		474,690		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6211050		A14006770		A14006770		2014/4/1		随意契約		2014/11/18		伊藤　春美		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（12月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,451,420		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14006771		A14006771		2014/4/1		随意契約		2014/12/17		伊藤　春美		大橋　康代		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（12月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		688,265		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6211050		A14006771		A14006771		2014/4/1		随意契約		2014/12/17		伊藤　春美		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（1月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,742,372		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14006772		A14006772		2014/4/1		随意契約		2015/1/19		伊藤　春美		大橋　康代		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（1月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		666,299		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6211050		A14006772		A14006772		2014/4/1		随意契約		2015/1/19		伊藤　春美		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（2月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		2,072,598		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14006774		A14006774		2014/4/1		随意契約		2015/2/18		伊藤　春美		大橋　康代		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（2月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		781,180		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6211050		A14006774		A14006774		2014/4/1		随意契約		2015/2/18		伊藤　春美		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（3月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,800,152		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14006775		A14006775		2015/3/2		随意契約		2015/3/18		伊藤　春美		大橋　康代		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（3月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		731,146		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6211050		A14006775		A14006775		2015/3/2		随意契約		2015/3/18		伊藤　春美		大橋　康代		2015/3/31

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（10月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		323,954		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31050		A14001110		A14001110		4/1/14		随意契約		11/19/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（11月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		310,726		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31050		A14001111		A14001111		4/1/14		随意契約		12/17/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（12月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		392,864		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31050		A14001112		A14001112		4/1/14		随意契約		2/3/15		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（1月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		462,773		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31050		A14001113		A14001113		4/1/14		随意契約		2/27/15		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（2月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		418,214		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31050		A14001114		A14001114		4/1/14		随意契約		3/23/15		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（3月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		432,477		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31050		A14001115		A14001115		4/1/14		随意契約		3/31/15		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（４月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		330,370		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31050		A14001101		A14001101		4/1/14		随意契約		5/26/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（5月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		319,320		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31050		A14001104		A14001104		4/1/14		随意契約		6/23/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（6月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		356,530		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31050		A14001106		A14001106		4/1/14		随意契約		7/16/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（7月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		383,027		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31050		A14001107		A14001107		4/1/14		随意契約		8/22/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（8月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		393,168		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31050		A14001108		A14001108		4/1/14		随意契約		9/17/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（9月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		354,683		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31050		A14001109		A14001109		4/1/14		随意契約		10/21/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		-		⑨		電力		電気料（4月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		6,122		東京電力（株）　（自動引落）		A0F01J6E31050		A14000642		A14000642		4/1/14		随意契約		4/25/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（10月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		100,709,156		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E13050		A14025618		A14025618		2014/4/1		随意契約		2014/11/4		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（5月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		16,791		東京電力（株）　（自動引落）		A0F01J6E31050		A14000643		A14000643		4/1/14		随意契約		5/26/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（11月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		235,392,522		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E13050		A14028674		A14028674		2014/4/1		随意契約		2014/12/1		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（12月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		209,088,112		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E13050		A14034675		A14034675		2014/4/1		随意契約		2015/1/5		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（6月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		14,246		東京電力（株）　（自動引落）		A0F01J6E31050		A14000644		A14000644		4/1/14		随意契約		6/23/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（1月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		110,825,901		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E13050		A14037476		A14037476		2014/4/1		随意契約		2015/2/2		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（2月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		119,540,515		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E13050		A14039968		A14039968		2014/4/1		随意契約		2015/3/2		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（3月分）　一式		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		303,399,422		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E13050		A14040663		A14040663		2015/1/1		随意契約		2015/3/31		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（7月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		14,106		東京電力（株）　（自動引落）		A0F01J6E31050		A14000645		A14000645		4/1/14		随意契約		7/29/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（4月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		93,642,928		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E13050		A14006997		A14006997		2014/4/1		随意契約		2014/5/1		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（8月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		15,472		東京電力（株）　（自動引落）		A0F01J6E31050		A14000646		A14000646		4/1/14		随意契約		8/25/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（5月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		195,442,038		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E13050		A14010407		A14010407		2014/4/1		随意契約		2014/6/2		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（6月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		233,845,397		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E13050		A14012912		A14012912		2014/4/1		随意契約		2014/7/1		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（7月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		11,916,860		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E13050		A14016007		A14016007		2014/4/1		随意契約		2014/8/1		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（9月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		13,653		東京電力（株）　（自動引落）		A0F01J6E31050		A14000647		A14000647		4/1/14		随意契約		9/25/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（8月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		22,379,443		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E13050		A14018921		A14018921		2014/4/1		随意契約		2014/9/1		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（9月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		17,979,965		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E13050		A14022825		A14022825		2014/4/1		随意契約		2014/10/1		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（10月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		13,497		東京電力（株）　（自動引落）		A0F01J6E31050		A14000648		A14000648		4/1/14		随意契約		10/31/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料　（10月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		46,100		茨城県		A0F01J6E31050		A14001273		A14001273		4/1/14		随意契約		11/27/14		伊藤　春美		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料　（11月分　F-Power分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		34,200		茨城県		A0F01J6E31050		A14028976		A14028976		4/1/14		随意契約		12/22/14		伊藤　春美		清水　順也		3/31/15

		-		⑨		電力		電気料（11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		14,789		東京電力（株）　（自動引落）		A0F01J6E31050		A14000649		A14000649		4/1/14		随意契約		11/27/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料　（11月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		62,200		茨城県		A0F01J6E31050		A14001275		A14001275		4/1/14		随意契約		12/11/14		伊藤　春美		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料　（12月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		78,000		茨城県		A0F01J6E31050		A14028977		A14028977		11/28/14		随意契約		1/20/15		伊藤　春美		清水　順也		3/31/15

		-		⑨		電力		電気料（12月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		13,926		東京電力（株）　（自動引落）		A0F01J6E31050		A14000650		A14000650		4/1/14		随意契約		12/22/14		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料　（1月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		140,400		茨城県		A0F01J6E31050		A14028979		A14028979		11/28/14		随意契約		2/23/15		伊藤　春美		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料　（2月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		88,900		茨城県		A0F01J6E31050		A14028980		A14028980		11/28/14		随意契約		3/23/15		伊藤　春美		清水　順也		3/31/15

		-		⑨		電力		電気料（1月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		13,987		東京電力（株）　（自動引落）		A0F01J6E31050		A14000651		A14000651		4/1/14		随意契約		1/26/15		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料　（3月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		73,600		茨城県		A0F01J6E31050		A14028982		A14028982		12/18/14		随意契約		3/31/15		伊藤　春美		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料　（5月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		32,600		茨城県		A0F01J6E31050		A14001268		A14001268		4/1/14		随意契約		6/16/14		大橋　康代		清水　順也		3/31/15

		-		⑨		電力		電気料（2月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		13,387		東京電力（株）　（自動引落）		A0F01J6E31050		A14000652		A14000652		4/1/14		随意契約		2/23/15		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料　（6月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		29,000		茨城県		A0F01J6E31050		A14001269		A14001269		4/1/14		随意契約		7/17/14		伊藤　春美		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料　（7月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		34,000		茨城県		A0F01J6E31050		A14001270		A14001270		4/1/14		随意契約		8/29/14		伊藤　春美		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料　（8月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		44,200		茨城県		A0F01J6E31050		A14001271		A14001271		4/1/14		随意契約		9/12/14		伊藤　春美		清水　順也		3/31/15

		-		⑨		電力		電気料（3月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		13,758		東京電力（株）　（自動引落）		A0F01J6E31050		A14000653		A14000653		4/1/14		随意契約		3/25/15		清水　順也		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料　（9月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		33,100		茨城県		A0F01J6E31050		A14001272		A14001272		4/1/14		随意契約		10/2/14		伊藤　春美		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター等の電気料　（4月分）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		26,200		茨城県		A0F01J6E31050		A14001267		A14001267		4/1/14		随意契約		6/6/14		大橋　康代		清水　順也		3/31/15

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（4月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,348,857		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14002787		A14002787		2014/4/1		随意契約		2014/4/16		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（4月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		355,858		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6211050		A14002787		A14002787		2014/4/1		随意契約		2014/4/16		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（5月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,166,375		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14006758		A14006758		2014/4/1		随意契約		2014/5/21		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（5月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		353,171		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6211050		A14006758		A14006758		2014/4/1		随意契約		2014/5/21		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（6月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,106,632		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14006762		A14006762		2014/4/1		随意契約		2014/6/16		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（6月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		381,028		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6211050		A14006762		A14006762		2014/4/1		随意契約		2014/6/16		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（7月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,263,443		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14006766		A14006766		2014/4/1		随意契約		2014/7/18		伊藤　春美		大橋　康代		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（7月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		284,207		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6211050		A14006766		A14006766		2014/4/1		随意契約		2014/7/18		伊藤　春美		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（8月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,345,283		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14006767		A14006767		2014/4/1		随意契約		2014/8/20		伊藤　春美		大橋　康代		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（8月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		309,564		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6211050		A14006767		A14006767		2014/4/1		随意契約		2014/8/20		伊藤　春美		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（9月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,339,531		東京電力（株）　（自動引落）		A0E51S6205050		A14006768		A14006768		2014/4/1		随意契約		2014/9/18		伊藤　春美		大橋　康代		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（9月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		257,871		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6211050		A14006768		A14006768		2014/4/1		随意契約		2014/9/18		伊藤　春美		大橋　康代		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（4月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		16,342		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000630		A14000630		2014/4/1		随意契約		2014/4/25		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（4月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		13,436		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000642		A14000642		2014/4/1		随意契約		2014/4/25		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（5月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		6,380		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000643		A14000643		2014/4/1		随意契約		2014/5/26		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（5月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		18,448		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000631		A14000631		2014/4/1		随意契約		2014/5/26		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（6月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		14,995		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000632		A14000632		2014/4/1		随意契約		2014/6/23		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（6月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,914		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000644		A14000644		2014/4/1		随意契約		2014/6/23		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（7月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		16,064		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000633		A14000633		2014/4/1		随意契約		2014/7/29		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（7月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		5,130		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000645		A14000645		2014/4/1		随意契約		2014/7/29		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（8月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		18,226		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000634		A14000634		2014/4/1		随意契約		2014/8/25		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（8月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		8,403		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000646		A14000646		2014/4/1		随意契約		2014/8/25		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（9月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		16,606		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000635		A14000635		2014/4/1		随意契約		2014/9/25		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（9月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		6,141		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000647		A14000647		2014/4/1		随意契約		2014/9/25		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（10月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		18,956		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000636		A14000636		2014/4/1		随意契約		2014/10/31		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（10月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		6,477		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000648		A14000648		2014/4/1		随意契約		2014/10/31		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（11月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		17,635		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000637		A14000637		2014/4/1		随意契約		2014/11/26		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（11月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		3,371		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000649		A14000649		2014/4/1		随意契約		2014/11/27		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（１１月分）太田団地Ｂ204		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		1,968		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14027625				2014/4/1		随意契約		2014/11/26		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（12月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		3,505		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000650		A14000650		2014/4/1		随意契約		2014/12/22		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（12月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		17,979		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000638		A14000638		2014/4/1		随意契約		2014/12/22		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（1月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		20,769		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000639		A14000639		2014/4/1		随意契約		2015/1/26		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（1月分）太田団地Ｂ202		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,366		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14033256				2014/4/1		随意契約		2015/1/19		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（2月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		18,191		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000640		A14000640		2014/4/1		随意契約		2015/2/23		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（3月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		16,726		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6212050		A14000641		A14000641		2014/4/1		随意契約		2015/3/25		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（４月分）　みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		209,754		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6213050		A14000571		A14000571		2014/4/1		随意契約		2014/5/7		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（5月分）　みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		177,298		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6213050		A14000572		A14000572		2014/4/1		随意契約		2014/6/4		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（6月分）　みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		152,442		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6213050		A14000573		A14000573		2014/4/1		随意契約		2014/7/1		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（7月分）　みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		144,270		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6213050		A14000574		A14000574		2014/4/1		随意契約		2014/8/1		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（8月分）　みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		151,548		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6213050		A14000575		A14000575		2014/4/1		随意契約		2014/9/2		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（9月分）　みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		153,843		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6213050		A14000576		A14000576		2014/4/1		随意契約		2014/10/3		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（10月分）　みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		147,022		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6213050		A14000577		A14000577		2014/4/1		随意契約		2014/10/31		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（11月分）　みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		170,156		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6213050		A14000578		A14000578		2014/4/1		随意契約		2014/12/2		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（12月分）　みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		220,757		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6213050		A14000579		A14000579		2014/4/1		随意契約		2015/1/5		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（1月分）　みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		219,483		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6213050		A14000580		A14000580		2014/4/1		随意契約		2015/1/30		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（2月分）　みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		383,999		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6213050		A14000581		A14000581		2014/4/1		随意契約		2015/3/3		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（3月分）　みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		247,374		東京電力（株）　（自動引落）		A1E51S6213050		A14000582		A14000582		2014/4/1		随意契約		2015/3/31		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		長 チョウ		⑨		電力		平成26年度 東京連絡所における費用（室料　他）負担額　一式		運交金-管理局-物件費(一般)-東京連絡所[施設部]		0		0		21,180		大学共同利用機関法人　情報・システム研究機構		A0E41S6024750		A14011907		A14011907		2014/6/13		随意契約		12/25/14		坂上　慶一		鈴木　英史		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（4月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		69,271		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6041050		A14000220		A14000220		2014/4/1		随意契約		4/22/14		大橋　康代		齋木　武		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（5月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		73,158		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6041050		A14000222		A14000222		2014/4/1		随意契約		5/23/14		大橋　康代		齋木　武		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（6月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		70,056		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6041050		A14000224		A14000224		2014/4/1		随意契約		6/20/14		大橋　康代		齋木　武		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（7月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		76,652		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6041050		A14000225		A14000225		2014/4/1		随意契約		7/23/14		伊藤　春美		齋木　武		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（8月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		72,521		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6041050		A14000226		A14000226		2014/4/1		随意契約		8/22/14		伊藤　春美		齋木　武		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（9月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		74,157		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6041050		A14000227		A14000227		2014/4/1		随意契約		9/22/14		伊藤　春美		齋木　武		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（10月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		72,337		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6041050		A14000228		A14000228		2014/4/1		随意契約		10/22/14		伊藤　春美		齋木　武		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（11月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		70,405		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6041050		A14000229		A14000229		2014/4/1		随意契約		11/20/14		伊藤　春美		齋木　武		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（12月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		70,658		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6041050		A14000230		A14000230		2014/4/1		随意契約		12/19/14		伊藤　春美		齋木　武		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（1月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		73,628		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6041050		A14000231		A14000231		2014/4/1		随意契約		1/21/15		伊藤　春美		齋木　武		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（2月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		72,735		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6041050		A14000232		A14000232		2014/4/1		随意契約		2/20/15		伊藤　春美		齋木　武		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（3月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		69,515		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6041050		A14000233		A14000233		2014/4/1		随意契約		3/20/15		伊藤　春美		齋木　武		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（4月分）太田団地共用灯		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		5,634		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6042050		A14000630		A14000630		2014/4/1		随意契約		4/25/14		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（5月分）太田団地共用灯		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		6,384		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6042050		A14000631		A14000631		2014/4/1		随意契約		5/26/14		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（6月分）太田団地共用灯		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		5,195		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6042050		A14000632		A14000632		2014/4/1		随意契約		6/23/14		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（7月分）太田団地共用灯		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		5,473		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6042050		A14000633		A14000633		2014/4/1		随意契約		7/29/14		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（8月分）太田団地共用灯		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		6,095		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6042050		A14000634		A14000634		2014/4/1		随意契約		8/25/14		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（9月分）太田団地共用灯		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		5,516		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6042050		A14000635		A14000635		2014/4/1		随意契約		9/25/14		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（10月分）太田団地共用灯		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		6,319		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6042050		A14000636		A14000636		2014/4/1		随意契約		10/31/14		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（11月分）太田団地共用灯		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		5,956		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6042050		A14000637		A14000637		2014/4/1		随意契約		11/26/14		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（12月分）太田団地共用灯		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		6,060		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6042050		A14000638		A14000638		2014/4/1		随意契約		12/22/14		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（1月分）太田団地共用灯		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		6,779		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6042050		A14000639		A14000639		2014/4/1		随意契約		1/26/15		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（2月分）太田団地共用灯		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		5,986		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6042050		A14000640		A14000640		2014/4/1		随意契約		2/23/15		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑨		電力		電気料（3月分）太田団地共用灯		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		5,428		東京電力（株）　（自動引落）		A0E41S6042050		A14000641		A14000641		2014/4/1		随意契約		3/25/15		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

				⑨電気代合計 デンキダイ ゴウケイ												3,630,644,340

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（4，5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		3,176,305		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51S6207052		A14008119		A14008119		2014/4/1		随意契約		2014/6/2		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上水道料（4，5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		231,140		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51S6204052		A14008119		A14008119		2014/4/1		随意契約		2014/6/2		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		6,619,537		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51S6207052		A14014746		A14014746		2014/4/1		随意契約		2014/8/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		344,951		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51S6204052		A14014746		A14014746		2014/4/1		随意契約		2014/8/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		3,681,350		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51S6207052		A14020860		A14020860		2014/4/1		随意契約		2014/10/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		225,010		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51S6204052		A14020860		A14020860		2014/4/1		随意契約		2014/10/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		4,242,028		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51S6207052		A14027201		A14027201		2014/4/1		随意契約		2014/12/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		398,300		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51S6204052		A14027201		A14027201		2014/4/1		随意契約		2014/12/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		4,465,147		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51S6207052		A14034524		A14034524		2014/4/1		随意契約		2015/2/2		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		293,333		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51S6204052		A14034524		A14034524		2014/4/1		随意契約		2015/2/2		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		2,425,024		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51S6207052		A14040575		A14040575		2015/3/2		随意契約		2015/3/31		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		242,144		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51S6204052		A14040575		A14040575		2015/3/2		随意契約		2015/3/31		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（4、5月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		125,286		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51S6207052		A14002346		A14002346		2014/4/1		随意契約		2014/6/12		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（6、7月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		129,686		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51S6207052		A14002347		A14002347		2014/4/1		随意契約		2014/8/11		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（8、9月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		86,184		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51S6207052		A14002348		A14002348		2014/4/1		随意契約		2014/10/14		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（10、11月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		127,634		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51S6207052		A14002349		A14002349		2014/4/1		随意契約		2014/12/12		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（12、1月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		157,593		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51S6207052		A14002350		A14002350		2014/4/1		随意契約		2015/2/13		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（2、3月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		184,269		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51S6207052		A14002351		A14002351		2014/4/1		随意契約		2015/3/31		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上下水道料（４・５月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		16,587		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01J6E31052		A14000624		A14000624		2014/4/1		随意契約		2014/6/12		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上下水道料（４・５月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		5,312		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51S6212052		A14000624		A14000624		2014/4/1		随意契約		2014/6/12		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上下水道料（6・7月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		16,392		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01J6E31052		A14000625		A14000625		2014/4/1		随意契約		2014/8/11		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上下水道料（6・7月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		5,464		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51S6212052		A14000625		A14000625		2014/4/1		随意契約		2014/8/11		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上下水道料（8・9月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		16,392		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01J6E31052		A14000626		A14000626		2014/4/1		随意契約		2014/10/14		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上下水道料（8・9月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		5,464		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51S6212052		A14000626		A14000626		2014/4/1		随意契約		2014/10/14		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		16,392		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01J6E31052		A14000627		A14000627		2014/4/1		随意契約		2014/12/12		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		5,464		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51S6212052		A14000627		A14000627		2014/4/1		随意契約		2014/12/12		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上下水道料（12・1月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		16,392		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01J6E31052		A14000628		A14000628		2014/4/1		随意契約		2015/2/13		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上下水道料（12・1月分）太田団地B202		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,732		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51S6212052		A14031285				2014/4/1		随意契約		2015/1/15		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上下水道料（2・3月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		16,392		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01J6E31052		A14000629		A14000629		2014/4/1		随意契約		2015/3/31		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（４月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		6,290		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31052		A14001101		A14001101		2014/4/1		随意契約		2014/5/26		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（5月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		6,920		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31052		A14001104		A14001104		2014/4/1		随意契約		2014/6/23		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（6月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		10,046		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31052		A14001106		A14001106		2014/4/1		随意契約		2014/7/16		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（7月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		9,008		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31052		A14001107		A14001107		2014/4/1		随意契約		2014/8/22		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（8月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		7,569		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31052		A14001108		A14001108		2014/4/1		随意契約		2014/9/17		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（9月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		7,295		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31052		A14001109		A14001109		2014/4/1		随意契約		2014/10/21		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（10月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		6,676		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31052		A14001110		A14001110		2014/4/1		随意契約		2014/11/19		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（11月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		7,633		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31052		A14001111		A14001111		2014/4/1		随意契約		2014/12/17		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（12月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		7,433		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31052		A14001112		A14001112		2014/4/1		随意契約		2015/2/3		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（1月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		8,441		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31052		A14001113		A14001113		2014/4/1		随意契約		2015/2/27		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（2月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		8,069		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31052		A14001114		A14001114		2014/4/1		随意契約		2015/3/23		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（3月）		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		8,385		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E31052		A14001115		A14001115		2014/4/1		随意契約		2015/3/31		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		J-PARC上水道料（4月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		0		0		46,494		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E15052		A14006991		A14006991		2014/4/1		随意契約		2014/5/1		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		J-PARC上水道料（5月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		0		0		65,772		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E15052		A14010406		A14010406		2014/4/1		随意契約		2014/6/2		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		J-PARC上水道料（6月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		0		0		161,254		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E15052		A14012913		A14012913		2014/4/1		随意契約		2014/7/1		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		J-PARC上水道料（7月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		0		0		151,954		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E15052		A14016011		A14016011		2014/4/1		随意契約		2014/8/1		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		J-PARC上水道料（8月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		0		0		109,316		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E15052		A14018923		A14018923		2014/4/1		随意契約		2014/9/1		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		J-PARC上水道料（9月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		0		0		139,254		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E15052		A14022822		A14022822		2014/4/1		随意契約		2014/10/1		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		J-PARC上水道料（10月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		0		0		143,337		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E15052		A14025619		A14025619		2014/4/1		随意契約		2014/11/4		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		J-PARC上水道料（11月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		0		0		105,914		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E15052		A14028675		A14028675		2014/4/1		随意契約		2014/12/1		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		J-PARC上水道料（12月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		0		0		151,956		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E15052		A14034671		A14034671		2014/4/1		随意契約		2015/1/5		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		J-PARC上水道料（1月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		0		0		144,470		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E15052		A14037478		A14037478		2014/4/1		随意契約		2015/2/2		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		J-PARC上水道料（2月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		0		0		114,534		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E15052		A14039966		A14039966		2014/4/1		随意契約		2015/3/2		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		上水道		J-PARC上水道料（3月分）　一式		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		0		0		103,194		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E15052		A14040662		A14040662		2014/4/1		随意契約		2015/3/31		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		-		⑩		上水道		平成26年度J-PARCに係る工業用水水道料金　一式		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		0		0		97,624,808		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01J6E15052		A14040664		A14040664		2014/4/1		随意契約		2015/3/31		大久保　君美子		坂上　慶一		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上下水道料（4・5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		49,413		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51S6213052		A14000564		A14000564		2014/4/1		随意契約		2014/6/23		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上下水道料（6・7月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		49,629		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51S6213052		A14000565		A14000565		2014/4/1		随意契約		2014/8/20		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上下水道料（８・９月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		50,493		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51S6213052		A14000566		A14000566		2014/4/1		随意契約		2014/10/20		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上下水道料（10・11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		49,845		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51S6213052		A14000567		A14000567		2014/4/1		随意契約		2014/12/22		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上下水道料（12・1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		52,005		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51S6213052		A14000568		A14000568		2014/4/1		随意契約		2015/2/18		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		上水道		上下水道料（H26/2・3月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		48,258		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51S6213052		A14002115				2014/4/1		随意契約		2014/4/21		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（4，5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		3,023,027		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51S6208053		A14008122		A14008122		2014/4/1		随意契約		2014/6/2		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		-		⑩		下水道		下水道料（4，5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		153,936		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51S6204053		A14008122		A14008122		2014/4/1		随意契約		2014/6/2		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		3,093,596		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51S6208053		A14014747		A14014747		2014/4/1		随意契約		2014/8/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		243,982		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51S6204053		A14014747		A14014747		2014/4/1		随意契約		2014/8/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		1,996,855		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51S6208053		A14020867		A14020867		2014/4/1		随意契約		2014/10/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		151,643		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51S6204053		A14020867		A14020867		2014/4/1		随意契約		2014/10/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		3,288,499		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51S6208053		A14027203		A14027203		2014/4/1		随意契約		2014/12/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		273,287		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51S6204053		A14027203		A14027203		2014/4/1		随意契約		2014/12/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		1,914,608		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51S6208053		A14034526		A14034526		2014/4/1		随意契約		2015/2/2		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		201,652		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51S6204053		A14034526		A14034526		2014/4/1		随意契約		2015/2/2		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		2,346,111		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51S6208053		A14040576		A14040576		2015/3/2		随意契約		2015/3/31		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		154,737		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51S6204053		A14040576		A14040576		2015/3/2		随意契約		2015/3/31		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（4、5月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		99,120		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51S6208053		A14002346		A14002346		2014/4/1		随意契約		2014/6/12		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（6、7月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		102,640		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51S6208053		A14002347		A14002347		2014/4/1		随意契約		2014/8/11		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（8、9月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		66,000		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51S6208053		A14002348		A14002348		2014/4/1		随意契約		2014/10/14		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（10、11月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		100,910		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51S6208053		A14002349		A14002349		2014/4/1		随意契約		2014/12/12		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（12、1月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		126,140		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51S6208053		A14002350		A14002350		2014/4/1		随意契約		2015/2/13		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（2、3月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		148,600		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51S6208053		A14002351		A14002351		2014/4/1		随意契約		2015/3/31		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		下水道		上下水道料（４・５月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		14,400		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01J6E31053		A14000624		A14000624		2014/4/1		随意契約		2014/6/12		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		下水道		上下水道料（４・５月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,620		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51S6212053		A14000624		A14000624		2014/4/1		随意契約		2014/6/12		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		下水道		上下水道料（6・7月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		14,220		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01J6E31053		A14000625		A14000625		2014/4/1		随意契約		2014/8/11		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		下水道		上下水道料（6・7月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,740		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51S6212053		A14000625		A14000625		2014/4/1		随意契約		2014/8/11		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		下水道		上下水道料（8・9月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		14,220		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01J6E31053		A14000626		A14000626		2014/4/1		随意契約		2014/10/14		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		下水道		上下水道料（8・9月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,740		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51S6212053		A14000626		A14000626		2014/4/1		随意契約		2014/10/14		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		下水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		14,220		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01J6E31053		A14000627		A14000627		2014/4/1		随意契約		2014/12/12		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		下水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,740		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51S6212053		A14000627		A14000627		2014/4/1		随意契約		2014/12/12		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		下水道		上下水道料（12・1月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		14,220		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01J6E31053		A14000628		A14000628		2014/4/1		随意契約		2015/2/13		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		下水道		上下水道料（12・1月分）太田団地B202		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,370		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51S6212053		A14031285				2014/4/1		随意契約		2015/1/15		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		下水道		上下水道料（2・3月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		14,220		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01J6E31053		A14000629		A14000629		2014/4/1		随意契約		2015/3/31		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		下水道		上下水道料（4・5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		39,312		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51S6213053		A14000564		A14000564		2014/4/1		随意契約		2014/6/23		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		下水道		上下水道料（6・7月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		39,463		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51S6213053		A14000565		A14000565		2014/4/1		随意契約		2014/8/20		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		下水道		上下水道料（８・９月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		40,068		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51S6213053		A14000566		A14000566		2014/4/1		随意契約		2014/10/20		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		下水道		上下水道料（10・11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		39,614		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51S6213053		A14000567		A14000567		2014/4/1		随意契約		2014/12/22		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		下水道		上下水道料（12・1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		41,126		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51S6213053		A14000568		A14000568		2014/4/1		随意契約		2015/2/18		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑩		下水道		上下水道料（H26/2・3月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		38,367		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51S6213053		A14002115				2014/4/1		随意契約		2014/4/21		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

				⑩上下水道代合計 ジョウゲ スイドウ ダイ ゴウケイ												144,563,572

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		9,140,951		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14005237		A14005237		2014/4/1		随意契約		2014/5/1		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		17,234,123		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14008888		A14008888		2014/4/1		随意契約		2014/6/2		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		24,854,083		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14011901		A14011901		2014/4/1		随意契約		2014/7/1		伊藤　春美		坂上　慶一		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		10,147,959		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14014633		A14014633		2014/4/1		随意契約		2014/8/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		8,495,685		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14017373		A14017373		2014/4/1		随意契約		2014/9/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		9,865,153		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14021546		A14021546		2014/4/1		随意契約		2014/10/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		16,797,990		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14024128		A14024128		2014/4/1		随意契約		2014/11/4		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		17,216,973		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14027258		A14027258		2014/4/1		随意契約		2014/12/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（12月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		17,555,326		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14030209		A14030209		2014/4/1		随意契約		2015/1/5		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		6,245,447		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14034138		A14034138		2014/12/25		随意契約（第一号）		2015/2/2		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/12/28

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（2月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		6,674,434		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14038236		A14038236		2014/12/25		随意契約（第一号）		2015/3/2		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/12/28

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		7,215,801		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14040580		A14040580		2015/3/2		随意契約（第一号）		2015/3/31		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/12/28

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		77,538		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A1E51S6204051		A14005237		A14005237		2014/4/1		随意契約		2014/5/1		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		109,782		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A1E51S6204051		A14008888		A14008888		2014/4/1		随意契約		2014/6/2		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		151,526		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A1E51S6204051		A14011901		A14011901		2014/4/1		随意契約		2014/7/1		伊藤　春美		坂上　慶一		2015/3/31

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		57,990		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A1E51S6204051		A14014633		A14014633		2014/4/1		随意契約		2014/8/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		64,983		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A1E51S6204051		A14017373		A14017373		2014/4/1		随意契約		2014/9/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		37,313		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A1E51S6204051		A14021546		A14021546		2014/4/1		随意契約		2014/10/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		85,203		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A1E51S6204051		A14024128		A14024128		2014/4/1		随意契約		2014/11/4		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		227,136		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A1E51S6204051		A14027258		A14027258		2014/4/1		随意契約		2014/12/1		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（12月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		249,592		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A1E51S6204051		A14030209		A14030209		2014/4/1		随意契約		2015/1/5		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/3/31

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		105,753		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A1E51S6204051		A14034138		A14034138		2014/12/25		随意契約（第一号）		2015/2/2		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/12/28

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		108,177		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A1E51S6204051		A14040580		A14040580		2015/3/2		随意契約（第一号）		2015/3/31		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/12/28

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（2月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		142,421		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A1E51S6204051		A14038236		A14038236		2014/12/25		随意契約（第一号）		2015/3/2		伊藤　春美		伊藤　春美		2015/12/28

		長 チョウ		⑪		ガス		平成26年ガス需給契約における契約年間引取量未達精算額　一式		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		2,601,681		筑波学園ガス（株）		A0E51S6206051		A14034337		A14034337		2015/1/5		随意契約		2015/1/5		佐久間　昌子		伊藤　春美		2015/1/5

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（4月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,820		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14005238		A14005238		2014/4/1		随意契約		2014/5/1		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,764		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14008875		A14008875		2014/4/1		随意契約		2014/6/2		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（6月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,800		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14008878		A14008878		2014/4/1		随意契約		2014/7/1		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,764		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14008879		A14008879		2014/4/1		随意契約		2014/8/1		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（8月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,764		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14008880		A14008880		2014/4/1		随意契約		2014/9/1		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,800		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14008881		A14008881		2014/4/1		随意契約		2014/10/1		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（10月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,836		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14008882		A14008882		2014/4/1		随意契約		2014/11/4		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,800		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14008883		A14008883		2014/4/1		随意契約		2014/12/1		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（12月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,836		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14008884		A14008884		2014/4/1		随意契約		2015/1/5		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,872		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14008885		A14008885		2014/4/1		随意契約		2015/2/2		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（2月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,836		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14008886		A14008886		2014/4/1		随意契約		2015/3/2		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,836		筑波学園ガス（株）（自動引落）		A0E51S6206051		A14008887		A14008887		2014/4/1		随意契約		2015/3/31		大橋　康代		大橋　康代		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（10月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		5,519		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01J6E31051		A14000590		A14000590		2014/4/1		随意契約		2014/10/20		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（10月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		3,034		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51S6212051		A14000590		A14000590		2014/4/1		随意契約		2014/10/20		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		11,779		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01J6E31051		A14000591		A14000591		2014/4/1		随意契約		2014/11/20		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（11月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		3,590		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51S6212051		A14000591		A14000591		2014/4/1		随意契約		2014/11/20		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（12月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		12,807		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01J6E31051		A14000592		A14000592		2014/4/1		随意契約		2014/12/22		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（12月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		3,074		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51S6212051		A14000592		A14000592		2014/4/1		随意契約		2014/12/22		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（1月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		10,636		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01J6E31051		A14000593		A14000593		2014/4/1		随意契約		2015/1/19		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（1月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,499		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51S6212051		A14000593		A14000593		2014/4/1		随意契約		2015/1/19		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（2月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		13,463		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01J6E31051		A14000594		A14000594		2014/4/1		随意契約		2015/2/19		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（3月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		12,991		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01J6E31051		A14000595		A14000595		2014/4/1		随意契約		2015/3/20		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（4月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		4,354		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01J6E31051		A14000583		A14000583		2014/4/1		随意契約		2014/5/7		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（4月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		23,476		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51S6212051		A14000583		A14000583		2014/4/1		随意契約		2014/5/7		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（5月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		20,915		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01J6E31051		A14000584		A14000584		2014/4/1		随意契約		2014/6/2		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（5月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,568		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51S6212051		A14000584		A14000584		2014/4/1		随意契約		2014/6/2		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（6月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		14,685		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01J6E31051		A14000585		A14000585		2014/4/1		随意契約		2014/7/3		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（6月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		3,617		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51S6212051		A14000585		A14000585		2014/4/1		随意契約		2014/7/3		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（7月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		8,774		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01J6E31051		A14000586		A14000586		2014/4/1		随意契約		2014/8/4		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（7月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,512		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51S6212051		A14000586		A14000586		2014/4/1		随意契約		2014/8/4		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（8月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		6,700		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01J6E31051		A14000587		A14000587		2014/4/1		随意契約		2014/8/21		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（8月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,313		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51S6212051		A14000587		A14000587		2014/4/1		随意契約		2014/8/21		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（9月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		0		0		5,790		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01J6E31051		A14000589		A14000589		2014/4/1		随意契約		2014/9/19		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（9月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,449		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51S6212051		A14000589		A14000589		2014/4/1		随意契約		2014/9/19		清水　順也		清水　順也		2015/3/31

				⑪ガス代合計 ミチヨ ゴウケイ												155,664,293

		P		⑫		構築物		【資産振替】高エネ研ＰＦ－ＡＲ直接入射路制御機器収納庫新営電気設備工事		施設整備-加七-直接入射路増強[24補正]-ビーム診断システム[据付]		0		0		2,661,120																								施設整備費 シセツ セイビヒ		793,395,790

		P		⑫		構築物		【資産振替】高エネ研KEKB高度化施設（PF-AR直接入射トンネル機械棟）新営その他工事		施設整備-加七-直接入射路増強[24補正]-安全システム		0		0		14,827,850																								その他補助金 タ ホジョキン		304,142,300

		P		⑫		構築物		【資産振替】高エネ研ＫＥＫＢ高度化施設（ＭＲ機械棟等）新営その他工事（その２）		施設整備-加三・四-Bファク高度化[25繰越]-衝突リング[KEKB共通]		0		0		157,500,000

		長 チョウ		⑫		構築物		【資産振替】高エネ研（東海）ﾊﾄﾞﾛﾝ実験施設（ﾊﾄﾞﾛﾝ南実験棟等）新営その他工事		施設整備-施設部-一次陽子[24補正・その2]-高運動量BL機械棟等		0		0		1,721,520

		長 チョウ		⑫		構築物		【資産振替】高エネ研（東海）ﾊﾄﾞﾛﾝ実験施設（ﾊﾄﾞﾛﾝ南実験棟等）新営その他工事		施設整備-施設部-一次陽子[24補正・その2]-COMET実験棟等		0		0		4,244,400

		長 チョウ		⑫		構築物		【資産振替】高エネ研KEKB高度化施設（PF-AR直接入射トンネル機械棟）新営その他工事		施設整備-施設部-直接入射路増強[24補正]-附属機械棟		0		0		2,606,112

		P		⑫		構築物		【資産振替】高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟新営工事		その他補助金等-施設部-14H08 ｲﾉﾍﾞ施設・早野[25繰越]-利用促進化推進棟・工事費		0		0		19,114,200

		P		⑫		構築物		【資産振替】高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟新営工事（その２）		その他補助金等-施設部-14H08 ｲﾉﾍﾞ施設・早野[25繰越]-利用促進化推進棟・工事費		0		0		14,472,000

		P		⑫		構築物		【資産振替】高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟屋外環境整備（排水）工事		その他補助金等-施設部-14H08 ｲﾉﾍﾞ施設・早野[25繰越]-利用促進化推進棟・工事費		0		0		654,800		（株）ミヤモト開発

		P		⑫		構築物		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟サイン取設工事		その他補助金等-施設部-14H08 ｲﾉﾍﾞ施設・早野[25繰越]-利用促進化推進棟・工事費		0		0		972,000		(株)カタオカエンジニアリング

		P		⑫		建物		【資産振替】高エネ研ＰＦ－ＡＲ直接入射路制御機器収納庫新営工事		施設整備-加七-直接入射路増強[24補正]-ビーム診断システム[据付]		0		0		17,338,320

		P		⑫		建物		【資産振替】完了検査申請手数料（PF-AR直接入射路制御機器収納庫）		施設整備-加七-直接入射路増強[24補正]-ビーム診断システム[据付]		0		0		23,000

		長 チョウ		⑫		建物		【資産振替】高エネ研（東海）ﾊﾄﾞﾛﾝ実験施設（ﾊﾄﾞﾛﾝ南実験棟等）新営その他工事		施設整備-施設部-一次陽子[24補正・その2]-高運動量BL機械棟等		0		0		83,128,950

		長 チョウ		⑫		建物		【資産振替】高エネ研（東海）ﾊﾄﾞﾛﾝ実験施設（ﾊﾄﾞﾛﾝ南実験棟等）新営その他工事		施設整備-施設部-一次陽子[24補正・その2]-COMET実験棟等		0		0		495,817,260

		長 チョウ		⑫		建物		【資産振替】高エネ研KEKB高度化施設（PF-AR直接入射トンネル機械棟）新営その他工事		施設整備-施設部-直接入射路増強[24補正]-附属機械棟		0		0		7,263,538

		長 チョウ		⑫		建物		【資産振替】完了検査申請手数料（PF-AR直接入射トンネル機械棟）		施設整備-施設部-直接入射路増強[24補正]-附属機械棟		0		0		17,000

		P		⑫		建物		【資産振替】高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟新営工事		その他補助金等-施設部-14H08 ｲﾉﾍﾞ施設・早野[25繰越]-利用促進化推進棟・工事費		0		0		268,764,300

		P		⑫		建物		【資産振替】高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟地盤調査　他２件		その他補助金等-施設部-14H08 ｲﾉﾍﾞ施設・早野[25繰越]-利用促進化推進棟・設計費		0		0		165,000

		長 チョウ		⑫		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研（東海）ﾊﾄﾞﾛﾝ実験施設（ﾊﾄﾞﾛﾝ南実験棟等）新営その他工事		施設整備-施設部-一次陽子[24補正・その2]-高運動量BL機械棟等		0		0		114,480

		長 チョウ		⑫		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研（東海）ハドロン実験施設（ハドロン南実験棟等）新営電気設備工事		施設整備-施設部-一次陽子[24補正・その2]-COMET実験棟等		0		0		5,644,080

		長 チョウ		⑫		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研（東海）ハドロン実験施設（ハドロン南実験棟等）新営実験冷却水設備その他工事		施設整備-施設部-一次陽子[24補正・その2]-COMET実験棟等		0		0		488,160

				⑫新増改築費合計（補助金） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ ホジョキン												1,097,538,090

		P		⑫		構築物		【資産振替】高エネ研PF-AR直接入射トンネルCブロック階段及び手摺取設工事		運交金-加七-光源運転経費(PF)-共通経費		0		0		594,000																								運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		5,610,735

		-		⑫		構築物		高エネ研国際交流センター南側駐輪場取設工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		1,134,000		（株）近藤工務店																						収見合 オサム ミアイ		68,262,350

		長 チョウ		⑫		構築物		高エネ研管理棟北側砕石舗装駐車場増設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		810,000		(株)カタオカエンジニアリング																						目的積立金 モクテキ ツミタテキン		73,425,000

		P		⑫		建物		【資産振替】高エネ研（東海）ﾊﾄﾞﾛﾝ実験施設（ﾊﾄﾞﾛﾝ南実験棟等）新営その他工事		運交金-J-PARC-事故対策経費(25・大強度)-ハドロンホール施設改修		0		0		2,303,760

		長 チョウ		⑫		建物		【資産振替】茨城県収入証紙（完了検査手数料）		目的積立金-施設部-東海ドミトリー増築経費-工事経費		0		0		77,000

		P		⑫		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研（東海）ハドロン第３機械棟等排気設備工事		運交金-J-PARC-事故対策経費(25・大強度)-大規模排気設備		0		0		320,760

		P		⑫		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研（東海）ハドロン実験施設（ハドロン南実験棟等）新営電気設備工事		運交金-J-PARC-事故対策経費(25・大強度)-ハドロンホール施設改修		0		0		1,219,335

		P		⑫		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研（東海）ハドロン実験施設（ハドロン南実験棟等）新営実験冷却水設備その他工事		運交金-J-PARC-事故対策経費(25・大強度)-ハドロンホール施設改修		0		0		362,880

		長 チョウ		⑫		構築物		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設（Ⅱ期）新営工事		収見合-施設部-東海ドミトリー増築経費(裁量)-工事経費		0		0		3,027,456

		長 チョウ		⑫		建物		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設（Ⅱ期）新営工事		収見合-施設部-東海ドミトリー増築経費(裁量)-工事経費		0		0		62,156,894

		長 チョウ		⑫		建物		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設（Ⅱ期）新営工事		目的積立金-施設部-東海ドミトリー増築経費-工事経費		0		0		55,000,000

		長 チョウ		⑫		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設（Ⅱ期）新営電気設備工事（その2）		収見合-施設部-東海ドミトリー増築経費(裁量)-工事経費		0		0		456,840

		長 チョウ		⑫		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設（Ⅱ期）新営電気設備工事		目的積立金-施設部-東海ドミトリー増築経費-工事経費		0		0		333,720

		長 チョウ		⑫		工器備		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設（Ⅱ期）新営電気設備工事（その2）		収見合-施設部-東海ドミトリー増築経費(裁量)-工事経費		0		0		1,487,160

		長 チョウ		⑫		工器備		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設（Ⅱ期）新営電気設備工事		目的積立金-施設部-東海ドミトリー増築経費-工事経費		0		0		2,340,360

		長 チョウ		⑫		付設備		【資産振替】高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設（Ⅱ期）新営電気設備工事		目的積立金-施設部-東海ドミトリー増築経費-工事経費		0		0		15,673,920

				⑫新増改築費合計（自己資金等） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ ジコ シキン トウ												147,298,085

		長 チョウ		⑫		移設撤去		【資産振替】高エネ研(東海)ユーザー宿泊施設駐車場整備（舗装等）工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		1,693,440																								施設整備費補助金 シセツ セイビヒ ホジョキン		17,064,000

		長 チョウ		⑫		構築物		【資産振替】高エネ研(東海)ユーザー宿泊施設駐車場整備（舗装等）工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		6,918,480

		長 チョウ		⑫		建物		【資産振替】高エネ研(東海)ユーザー宿泊施設駐車場整備（舗装等）工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		8,452,080

				⑫新増改築費合計（営繕費） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ エイゼン ヒ												17,064,000

		P		⑬自 ジ		建物		高エネ研（東海）東海1号館地下1階休憩室鉄扉取設工事		運交金-J-PARC-中性子・ミュオン共通(大強度)-物件費・共通		0		0		518,400		東康建設工業（株）

		長 チョウ		⑬営 エイ		工器備		【資産振替】高エネ研（東海）基幹整備（情報通信設備改修）工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		4,158,000		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）		E0E3165100111		A14006164		A14006164		2014/6/23		一般競争契約		2014/9/16		福田　幸子		千田　謙太郎		2014/9/19

		長 チョウ		⑬営 エイ		付設備		【資産振替】高エネ研（東海）基幹整備（空調機増設）工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		3,758,400

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・6Ｃ搬入棟屋上防水改修その他工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		1,783,600		水戸屋建設(株)

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		【本勘定振替】高エネ研PS加速器準備棟等防水改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		19,872,000		水戸屋建設(株)		E0E3165100111		A14017233		A14017233		9/4/14		一般競争契約		2/25/15		福田　幸子		赤池　健		3/6/15

				⑬改修費合計（営繕費） カイシュウ ヒ ゴウケイ エイゼン ヒ												30,090,400
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		項目№ コウモク		形態別科目		件名		予算名称(細目レベル)		無効額		見込額		済額		債主名称		予算コード		決議申請伝票番号		集約番号		日付		契約方式		未払金伝票仕訳日		決議書担当者		決議書使用者		決議書納入期限

		①		付設備		高エネ研ＤＲ電源棟電源室クライストロン用高圧ケーブル取設工事		その他補助金等-加三・四-15s01 設備整備費･SKEKB[26補正]-大電力高周波移設及び調整		0		0		1,414,800		メイデン（株）		I0C28As011403		A15022121		A15022121		10/30/15		随意契約		12/28/15		佐藤　正和		渡邉　謙		1/15/16				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		195,118,172

		①		付設備		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟陽極電源用高圧ケーブル改修工事		運交金(復旧・復興)-J-PARC-高周波システム-MR		0		0		12,960,000		西山電気（株）		A5F01E212C103		A15009968		A15009968		8/4/15		一般競争契約		1/26/16		佐藤　正和		吉井　正人		1/22/16				施設整備		35,430,600

		①		付設備		高エネ研（東海）東海１号館地下１階004室実験用分電盤取設工事		運交金-J-PARC-中性子実験(J)-物件費・共通		0		0		691,200		金沢産業（株）		A0F01JAB21003		A15029893		A15029893		12/11/15		随意契約		3/23/16		佐藤　正和		米村　雅雄		3/11/16				先端研究推進費		19,321,200

		①		付設備		高エネ研（東海）ハドロン第1機械棟純水1系統Yスト取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		972,000		オーク設備工業（株）		A0F01JAE23003		A15008721		A15008721		6/1/15		随意契約		9/30/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/30/15				受託研費-

		①		付設備		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール換気設備改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		992,520		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0F01JAE23003		A15007432		A15007432		5/29/15		随意契約		10/20/15		中島　幸一郎		坂本　稔		10/20/15

		①		付設備		高エネ研（東海）ハドロン第1機械棟冷却塔（CT－HM１－６）連通管取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		993,600		オーク設備工業（株）		A0F01JAE23003		A15013338		A15013338		7/10/15		随意契約		9/30/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/30/15

		①		付設備		高エネ研（東海）ハドロン第二機械棟ハドロン一次ビームライン換気設備（ＰＰＳ制御）改造工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		658,800		（株）サンプラント		A0F01JAE23003		A15018007		A15018007		8/24/15		随意契約		10/20/15		中島　幸一郎		髙巣　友和		10/15/15

		①		付設備		高エネ研第２工作棟化学処理室換気設備他改修工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		594,000		カンキ工業（有）		A0D14SA0b1003		A15012326		A15012326		7/3/15		随意契約		8/28/15		中島　幸一郎		山中　将		8/28/15

		①		付設備		高エネ研計算機南棟ＭＴ操作室計算機用パッケージ形空調機改修工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		13,176,000		（株）筑波テクノス		A0D12SA081103		A15016940		A15016940		11/16/15		一般競争契約		3/10/16		佐藤　正和		柿原　春美		3/15/16

		①		付設備		高エネ研計算機南棟ＭＴ操作室中央計算機用電源取設工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		7,344,000		市村電気工業（株）		A0D12SA081103		A15016938		A15016938		12/15/15		一般競争契約		3/4/16		中島　幸一郎		柿原　春美		3/4/16

		①		付設備		高エネ研KEKB東トンネル等マグネット系統冷却水配管水抜弁取設工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		972,000		三機工業（株）		A0E31BPA12003		A15017159		A15017159		8/5/15		随意契約		9/25/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		9/25/15

		①		付設備		高エネ研ＰＦ－ＡＲ実験準備棟光学実験室空調機取設工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		578,880		空調システムサービス（株）		A0BB1PA031003		A15013399		A15013399		7/8/15		随意契約		8/7/15		中島　幸一郎		足立　伸一		8/7/15

		①		付設備		高エネ研構造生物実験準備棟実験室４空調機取設工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造生物準備室		0		0		570,240		日本空調サービス（株）筑波支店		A0B10PA024503		A15017655		A15017655		8/25/15		随意契約		9/30/15		佐藤　正和		加藤　龍一		9/30/15

		①		付設備		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟１階データコントロール室空調機取設工事		運交金-放一・二-施設利用料(一般)-放射光		0		0		748,440		日本空調サービス（株）筑波支店		A0B10SA111003		A15031212		A15031212		12/21/15		随意契約		2/12/16		佐藤　正和		足立　伸一		2/12/16

		①		付設備		高エネ研(東海)１号館地下１階００６室スクラバー用換気設備等取設工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		2,278,800		（株）シミズ空調サービス		E0E31A1100103		A15013357		A15013357		8/24/15		随意契約		11/13/15		佐藤　正和		品川　尚也		11/13/15

		①		付設備		高エネ研（東海）ハドロン実験準備棟増築空調設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		4,860,000		（株）シミズ空調サービス		E0E31A1100103		A15004463		A15004463		6/10/15		一般競争契約		12/3/15		佐藤　正和		丸山　雅史		1/15/16

		①		付設備		高エネ研ＰＦ－ＡＲ実験準備棟光学素子評価室空調機取設工事		受託研費-放二-間接・SIP[木村]-設備費		0		0		866,160		空調システムサービス（株）		C2B12Ak010103		A15010604		A15010604		6/22/15		随意契約		8/6/15		佐藤　正和		丹羽　尉博		7/31/15

		①		付設備		高エネ研PF実験準備棟端末室空調機取設工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		950,400		（株）楠原管工業		A1B10SA011003		A15006999		A15006999		5/25/15		随意契約		6/26/15		中島　幸一郎		足立　伸一		6/26/15

		①		付設備		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール西側階段蛍光灯取設工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J設)		0		0		632,880		西山電気（株）		I1F01JAAb1103		A15006968		A15006968		6/1/15		随意契約		6/22/15		中島　幸一郎		髙橋　仁		6/26/15

		①		付設備		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール投光器取設工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J設)		0		0		1,814,400		狩谷電機(株)		I1F01JAAb1103		A15030871		A15030871		1/14/16		随意契約		3/23/16		佐藤　正和		髙橋　仁		3/18/16

		①		付設備		高エネ研ＭＲ・Ｄ２電源棟実験盤取設工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-RFシステム(B設)		0		0		995,760		（有）森田電気商会		I1C28BA011703		A15007591		A15007591		6/23/15		随意契約		8/24/15		中島　幸一郎		渡邉　謙		8/28/15

		①		付設備		高エネ研ＤＲ電源棟電源室電磁石用電源取設工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-マグネット(B設)		0		0		1,596,240		メイデン（株）		I1C28BA011503		A15019468		A15019468		10/5/15		随意契約		12/25/15		佐藤　正和		原田　健太郎		12/25/15

		①		配線・配管改修費		高エネ研（東海）加速器運転準備棟支障配管切り回し工事		運交金-J-PARC-MR運転(J)-共通		0		0		4,752,000		㈱タケムラ		A0F01JAC1106H		A15018857		A15018857		10/15/15		一般競争契約		1/19/16		佐藤　正和		小関　忠		1/20/16

		①		他委託		高エネ研（東海）中央制御棟等ガラス入替その他工事		運交金-J-PARC-MR運転(J)-共通		0		0		993,600		ツクバメンテナンス（株）		A0F01JAC11078		A15025394		A15025394		11/10/15		随意契約		1/19/16		中島　幸一郎		小関　忠		1/15/16

		①		他委託		高エネ研（東海）MRトンネル冷却水配管差圧発信器移設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		972,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0F01JAE23078		A15017250		A15017250		8/19/15		随意契約		9/30/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/30/15

		①		他委託		高エネ研（東海）ハドロン放射線モニター架台移設その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		496,800		東康建設工業（株）		A0F01JAE21078		A15015456		A15015456		8/3/15		随意契約		10/5/15		中島　幸一郎		髙橋　誠		10/15/15

		①		他委託		高エネ研筑波実験棟地下4階電磁石電源盤撤去工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		74,520		（株）須藤電気商会		A0C28BA031078		A15010879		A15010879		6/26/15		随意契約		8/28/15		中島　幸一郎		金澤　健一		8/28/15

		①		他委託		高エネ研１号館２１６室等構内電話回線移設その他工事		運交金-加四-加速器四系(一般)-加四系共通		15,552		0		0		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0C24SA241078		A15007965		A15010638		6/18/15		随意契約		6/26/15		中島　幸一郎		飯塚　誠		6/26/15

		①		他委託		高エネ研管理棟契約課事務室等電話回線移設その他工事		運交金-加四-加速器四系(一般)-加四系共通		0		0		15,552		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0C24SA241078		A15010638				6/18/15		随意契約		6/26/15		中島　幸一郎		飯塚　誠		6/26/15

		①		他委託		高エネ研3号館510室等構内電話回線移設その他工事		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		31,320		0		0		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0C01SA061078		A15001347		A15003172		4/22/15		随意契約		4/28/15		中島　幸一郎		山口　誠哉		4/28/15

		①		他委託		高エネ研3号館510室等構内電話回線移設その他工事		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		0		0		31,320		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0C01SA061078		A15003172				4/22/15		随意契約		4/28/15		中島　幸一郎		山口　誠哉		4/28/15

		①		他委託		高エネ研管理棟契約課事務室等電話回線移設その他工事		運交金-管理局-契約課(一般)-物件費		0		0		61,992		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E41SA091078		A15010638				6/18/15		随意契約		6/26/15		中島　幸一郎		飯塚　誠		6/26/15

		①		他委託		高エネ研第２工作棟化学処理室換気設備他改修工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		102,600		カンキ工業（有）		A0D14SA0b1078		A15012326		A15012326		7/3/15		随意契約		8/28/15		中島　幸一郎		山中　将		8/28/15

		①		他委託		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験棟ビーム照射機械室ＰＨＳ基地局移設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		29,808		常伸電通システム（株）		A0E31SA812078		A15036030		A15036030		1/28/16		随意契約		2/12/16		佐藤　正和		氏家　和輝		2/12/16

		①		他委託		高エネ研４号館３４０室等構内電話回線移設その他工事		運交金-素長-素核研共通(一般)-物件費		15,120		0		0		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0A01SA011078		A15002074		A15003172		4/22/15		随意契約		4/28/15		中島　幸一郎		山口　誠哉		4/28/15

		①		他委託		高エネ研3号館510室等構内電話回線移設その他工事		運交金-素長-素核研共通(一般)-物件費		0		0		15,120		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0A01SA011078		A15003172				4/22/15		随意契約		4/28/15		中島　幸一郎		山口　誠哉		4/28/15

		①		他委託		高エネ研（東海）ハドロン運転管理用コンテナ電気設備撤去工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費・実験室設備(J推)		0		0		363,960		西山電気（株）		I1F01JAAb1278		A15015886		A15015886		8/10/15		随意契約		9/14/15		中島　幸一郎		家入　正治		9/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)1号館116室等内壁パネル下部シーリング補修工事		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		0		0		114,480		東康建設工業（株）		A0F01SAE1106F		A15042351		A15042351		3/9/16		随意契約		3/24/16		佐藤　正和		山口　陽		3/25/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ（東海）MR第1機械棟トンネル内圧力発信器取替及びエア抜きバルブ取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		388,800		第一鉄工(株)		A0F01JAE2306F		A15000204		A15000204		4/1/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		5/20/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第1機械棟排気ダンパ（MD-M1-3）取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		833,760		オーク設備工業（株）		A0F01JAE2306F		A15000136		A15000136		4/1/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		5/20/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)中央制御棟給湯器室混合栓取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		46,440		（株）シミズ空調サービス		A0F01JAE2306F		A15002649		A15002649		4/24/15		随意契約		5/13/15		中島　幸一郎		髙巣　友和		4/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		 高エネ研（東海）ハドロン実験棟屋外汚水排水管改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		918,000		オーク設備工業（株）		A0F01JAE2306F		A15003069		A15003069		4/23/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		髙巣　友和		5/29/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ﾊﾄﾞﾛﾝ第1機械棟2階送風機（FS-HM1-2)点検架台取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		432,000		第一鉄工(株)		A0F01JAE2306F		A15004413		A15004413		5/8/15		随意契約		6/23/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		6/19/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第３機械棟純水ﾎﾟﾝﾌﾟ（PPW-M３－１－３）電動機軸受取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		810,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0F01JAE2306F		A15010375		A15010375		6/22/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第1機械棟冷却塔（CT－M1－1）他工水補給管取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		88,560		（株）シミズ空調サービス		A0F01JAE2306F		A15011804		A15011804		6/15/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/26/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第3機械棟冷却塔（CT-M3-1）№16下部水槽水漏修理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		194,400		空研工業（株）東京支店		A0F01JAE2306F		A15011968		A15011968		7/1/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第２機械棟純水ポンプ（ＰＰＷ‐Ｍ２‐１‐２）電動機軸受取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		810,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0F01JAE2306F		A15013096		A15013096		7/10/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟排気風量測定ピトーセンサー取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		1,944,000		オーク設備工業（株）		A0F01JAE2306F		A15016667		A15016667		8/31/15		随意契約		11/5/15		佐藤　正和		髙巣　友和		10/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第2機械棟量水器取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		49,680		㈱タケムラ		A0F01JAE2306F		A15017619		A15017619		8/24/15		随意契約		9/30/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟純水ポンプ（PCD－NM３ー３－２）主軸他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		861,840		（株）増田鉄工場東京支店		A0F01JAE2306F		A15026086		A15026086		11/6/15		随意契約		1/7/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		1/8/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第2機械棟地下１階DPタンク室側溝塗装補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		302,400		東康建設工業（株）		A0F01JAE2106F		A15011464		A15011464		7/1/15		随意契約		9/30/15		中島　幸一郎		府川　薫		9/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟正面出入口外側自動扉改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		363,960		ナブコシステム(株)　茨城支店		A0F01JAE2106F		A15014615		A15014615		7/31/15		随意契約		9/3/15		中島　幸一郎		府川　薫		9/18/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ雨漏れ補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		216,000		水戸屋建設(株)		A0F01JAE2106F		A15023186		A15023186		10/14/15		随意契約		11/2/15		中島　幸一郎		府川　薫		12/4/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン電源棟電気室建具補修その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		219,240		ツクバメンテナンス（株）		A0F01JAE2106F		A15026404		A15026404		11/13/15		随意契約		2/25/16		中島　幸一郎		府川　薫		2/24/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール光電式分離型感知器取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		943,920		能美防災(株) 茨城支社		A0F01JAE2206F		A15001313		A15001313		4/13/15		随意契約		6/4/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		5/29/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第１電源棟等非常灯用蓄電池他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		488,754		0		0		金沢産業（株）		A0F01JAE2206F		A15024404		A15025753		10/28/15		随意契約		12/24/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		12/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第１電源棟等非常灯用蓄電池他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		488,754		金沢産業（株）		A0F01JAE2206F		A15025753				10/28/15		随意契約		12/24/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		12/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ入域管理棟等エレベーターバッテリー他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		993,600		東芝エレベータ（株）東関東支社		A0F01JAE2206F		A15026876		A15026876		11/19/15		随意契約		3/23/16		中島　幸一郎		菊池　次男		3/11/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟等照明器具取設その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		275,724		0		0		金沢産業（株）		A0F01JAE2206F		A15034286		A15035398		1/21/16		随意契約		3/23/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/11/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟等照明器具取設その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		275,724		金沢産業（株）		A0F01JAE2206F		A15035398				1/21/16		随意契約		3/23/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/11/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）放射線測定棟風除室火災報知器取設工事		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理		0		0		118,800		金沢産業（株）		A0F01JAD1126F		A15031204		A15031204		12/22/15		随意契約		1/26/16		佐藤　正和		沼尻　正晴		1/22/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館３０７室電話用配線取設工事		運交金-ミュオン-ミュオン(一般)-ミュオン共通		0		0		55,620		金沢産業（株）		A0B31SA10106F		A15001984		A15001984		4/22/15		随意契約		4/28/15		中島　幸一郎		門野　良典		4/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器コントロール棟制御室空調機取替工事		運交金-加五-リニアック(PF)-マイクロ波4		0		0		756,000		カンキ工業（有）		A0C25PA02106F		A15031673		A15031673		1/8/16		随意契約		2/4/16		佐藤　正和		中尾　克已		2/5/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟クライストロンギャラリー第４搬入口鋼製建具改修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通4		0		0		972,000		(株)山三		A0C25PA02146F		A15010050		A15010050		6/12/15		随意契約		9/7/15		中島　幸一郎		大澤　　哲		9/4/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟トンネル第２セクター樋改修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通4		0		0		988,200		（株）近藤工務店		A0C25PA02146F		A15016921		A15016921		8/7/15		随意契約		9/25/15		中島　幸一郎		大澤　　哲		9/18/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟トンネル第１セクター空調収納部ＥＸＰ.Ｊ樋取設その他工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通4		0		0		626,400		（株）近藤工務店		A0C25PA02146F		A15020285		A15020285		9/11/15		随意契約		10/1/15		佐藤　正和		大澤　　哲		9/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器コントロール棟屋外照明取設工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通4		0		0		237,600		（株）須藤電気商会		A0C25PA02146F		A15019117		A15019117		9/8/15		随意契約		9/28/15		中島　幸一郎		大澤　　哲		9/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟Ｍ２機械室等フェンス設置工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通4		0		0		993,600		（株）近藤工務店		A0C25PA02146F		A15033943		A15033943		1/22/16		随意契約		3/14/16		中島　幸一郎		古川　和朗		3/14/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟テストホール漏水対策工事		運交金-加五-リニアック(PF)-低速陽電子4		0		0		734,400		水戸屋建設(株)		A0C25PA02136F		A15029540		A15029540		12/17/15		随意契約		2/2/16		中島　幸一郎		峠　暢一		2/12/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ダンピングトンネル内冷却水配管バルブ取設工事		運交金-加三・四-B運転(B)-BT		0		0		1,987,200		（株）朝日工業社茨城営業所		A0C28BA03206F		A15000607		A15000607		4/15/15		随意契約		5/18/15		佐藤　正和		菊池　光男		5/15/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３Ｍ機械棟竪坑等構内ＰＨＳ基地局取設工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		1,749,843		常伸電通システム（株）		A0C28BA03106F		A15006215		A15006215		6/11/15		随意契約		7/24/15		佐藤　正和		三増　俊広		7/24/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ２電源棟内部階段踊り場縞鋼板補修工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		33,480		（株）近藤工務店		A0C28BA03106F		A15014142		A15014142		7/29/15		随意契約		8/17/15		中島　幸一郎		三増　俊広		9/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士第２コンプレッサー棟天井断熱材固定ピン改修工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		496,800		（株）近藤工務店		A0C28BA03106F		A15014144		A15014144		8/24/15		随意契約		12/1/15		佐藤　正和		三増　俊広		3/11/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ダンピングリング機械棟加速空洞系統デミナー用仕切弁取設工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		486,000		（株）朝日工業社茨城営業所		A0C28BA03106F		A15020913		A15020913		9/30/15		随意契約		1/15/16		佐藤　正和		竹内　保直		1/15/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・Ｄ３電源棟等ケーブル貫通口上部鋼製建具鍵交換その他工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		122,580		(株)山三		A0C28BA03106F		A15014145		A15014145		9/30/15		随意契約		11/11/15		佐藤　正和		三増　俊広		11/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光ポンプ室屋外水冷式冷却塔（NP-CT-1）コイル他漏水修理		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		696,600		空研工業（株）東京支店		A0C28BA03106F		A15031029		A15031029		12/16/15		随意契約		1/22/16		中島　幸一郎		仲井　浩孝		1/22/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネＭＲ・Ｄ１０電源棟ヘリウム冷凍機室折板屋根面戸補修工事		運交金-加三・四-B運転(B)-冷凍機		0		0		86,400		（株）近藤工務店		A0C28BA03156F		A15004055		A15004055		4/28/15		随意契約		5/26/15		中島　幸一郎		原　和文		6/5/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS補助機械棟外壁補修工事		運交金-加施設長-事務室経費(一般)-事務室		0		0		151,200		（株）近藤工務店		A0C01SA05106F		A15011906		A15011906		6/12/15		随意契約		7/21/15		中島　幸一郎		山口　誠哉		7/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟等自動販売機用屋外コンセント取設工事		運交金-加施設長-事務室経費(一般)-事務室		62,640		0		0		メイデン（株）		A0C01SA05106F		A15032073		A15040734		2/12/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟等自動販売機用屋外コンセント取設工事		運交金-加施設長-事務室経費(一般)-事務室		0		0		62,640		メイデン（株）		A0C01SA05106F		A15040734				2/12/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネＰＦ－ＡＲ南実験棟たてどい改修工事		運交金-加七-光源運転経費(26・リダ)-共通経費		0		0		572,400		水戸屋建設(株)		A0C27XAV2206F		A15005248		A15005248		5/22/15		随意契約		7/24/15		中島　幸一郎		長橋　進也		9/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR北実験棟東側漏水補修工事		運交金-加七-光源運転経費(26・リダ)-光源第7グループ		0		0		864,000		水戸屋建設(株)		A0C27XAV2106F		A15037743		A15037743		2/10/16		随意契約		3/14/16		佐藤　正和		塩屋　達郎		3/14/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネＰＦ－ＡＲ西実験棟制御室等実験盤ブレーカ取替工事		運交金-加七-光源運転経費(PF)-光源第4グループ		0		0		56,160		（株）須藤電気商会		A0C27PA03136F		A15014036		A15014036		7/23/15		随意契約		8/11/15		中島　幸一郎		髙井　良太		8/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟財務部コンセント移設その他工事		運交金-管理局-契約課(一般)-物件費		0		0		63,266		（株）須藤電気商会		A0E41SA09106F		A15005036				5/8/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		小林　利弘		5/29/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階情報基盤管理室等情報コンセント取設その他工事		運交金-管理局-情報基盤管理室(一般)-物件費		185,436		0		0		（株）須藤電気商会		A0E41SA02106F		A15020897		A15021520		9/28/15		随意契約		10/9/15		佐藤　正和		瀬谷　憲明		10/9/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階情報基盤管理室等情報コンセント取設その他工事		運交金-管理局-情報基盤管理室(一般)-物件費		0		0		185,436		（株）須藤電気商会		A0E41SA02106F		A15021520				9/28/15		随意契約		10/9/15		佐藤　正和		瀬谷　憲明		10/9/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟2階会議室網戸取設けその他工事		運交金-管理局-情報基盤管理室(一般)-物件費		0		0		162,000		(株)山三		A0E41SA02106F		A15020182		A15020182		9/18/15		随意契約		10/21/15		佐藤　正和		髙橋　優子		10/16/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階西側理事室窓硝子交換工事		運交金-管理局-総務課(一般)-役員経費		0		0		225,720		(株)山三		A0E41SA01116F		A15017981		A15017981		8/10/15		随意契約		9/25/15		佐藤　正和		大塚　広美		10/9/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第2工作棟125室漏水補修工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		140,400		（株）高田工務店		A0D14SA0b106F		A15011888		A15011888		6/9/15		随意契約		7/28/15		中島　幸一郎		山中　将		7/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ５電源棟クリーンルーム照明スイッチ改修その他工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		5,400		（株）須藤電気商会		A0D14SA0b106F		A15012063				7/3/15		随意契約		7/31/15		中島　幸一郎		山中　将		7/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟化学処理室換気設備他改修工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		297,000		カンキ工業（有）		A0D14SA0b106F		A15012326		A15012326		7/3/15		随意契約		8/28/15		中島　幸一郎		山中　将		8/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟化学処理室塗床他改修工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		388,800		（株）高田工務店		A0D14SA0b106F		A15012324		A15012324		6/22/15		随意契約		8/25/15		中島　幸一郎		山中　将		8/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1006宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		204,228		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15000750		A15000750		4/23/15		随意契約		5/1/15		齋木　武		齋木　武		5/1/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1204宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		10,260		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15001904		A15001904		4/23/15		随意契約		5/1/15		齋木　武		齋木　武		5/1/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-102宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		281,988		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15001903		A15001903		4/20/15		随意契約		5/1/15		齋木　武		齋木　武		5/1/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻職員宿舎804号棟104号室北側堅樋（埋設管）改修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		49,680		(株)カタオカエンジニアリング		A0E51SA51106F		A15000749		A15000749		4/28/15		随意契約		5/11/15		齋木　武		齋木　武		5/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎811号棟北側バルコニー雨水管補修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		135,000		(株)カタオカエンジニアリング		A0E51SA51106F		A15005548		A15005548		5/18/15		随意契約		5/26/15		齋木　武		齋木　武		5/29/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎８０６号棟汚水管改修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		1,803,600		(株)テックフィールド		A0E51SA51106F		A15000751		A15000751		6/1/15		随意契約		8/27/15		佐藤　正和		齋木　武		8/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-203宿舎トイレ排水管漏水補修		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		23,328		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15008380		A15008380		6/5/15		随意契約		6/19/15		齋木　武		齋木　武		6/19/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎805-1002風呂釜修理		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		20,163		東京ガス（株）つくば支社		A0E51SA51106F		A15006863		A15006863		5/18/15		随意契約		5/21/15		齋木　武		齋木　武		5/20/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811-105宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		40,176		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15009169		A15009169		6/11/15		随意契約		6/19/15		齋木　武		齋木　武		6/19/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-802他4室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		352,512		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15006500		A15006500		6/10/15		随意契約		7/1/15		齋木　武		齋木　武		7/1/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1008浴室給水管改修		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		103,820		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15000747		A15000747		6/10/15		随意契約		6/29/15		齋木　武		齋木　武		6/29/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-102他2室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		110,916		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15007310		A15007310		6/2/15		随意契約		6/26/15		齋木　武		齋木　武		6/26/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201棟エレベーター２基かご内保全カバー交換		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		183,600		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		A0E51SA51106F		A15008862		A15008862		6/10/15		随意契約		7/9/15		齋木　武		齋木　武		8/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-302他２室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		969,408		赤塚工業（株）		A0E51SA51106F		A15012781		A15012781		7/15/15		随意契約		8/25/15		齋木　武		齋木　武		9/1/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-302、201-315宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		30,456		赤塚工業（株）		A0E51SA51106F		A15012796		A15012796		7/15/15		随意契約		8/18/15		齋木　武		齋木　武		9/1/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目723棟外回り修繕・給湯器取替え		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		995,598		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15000958		A15000958		6/2/15		随意契約		8/3/15		齋木　武		齋木　武		7/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目723-101宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		958,068		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15007901		A15007901		6/10/15		随意契約		8/3/15		齋木　武		齋木　武		7/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-207他2室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		486,108		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15008032		A15008032		6/10/15		随意契約		8/3/15		齋木　武		齋木　武		7/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-410、805-604、805-1209宿舎浴室防水パン修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		952,560		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15000746		A15000746		5/22/15		随意契約		8/3/15		齋木　武		齋木　武		7/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(吾妻)職員宿舎805号棟405号室浴室改修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		140,400		（株）神山		A0E51SA51106F		A15010433		A15010433		7/1/15		随意契約		8/3/15		齋木　武		齋木　武		7/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-405宿舎浴槽脱着		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		24,516		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15010467		A15010467		6/22/15		随意契約		7/21/15		齋木　武		齋木　武		7/21/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811棟101室漏水補修修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		702,000		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15008034		A15008034		6/3/15		随意契約		7/23/15		齋木　武		齋木　武		7/23/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目職員宿舎724棟外壁塗装等補修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		993,600		（株）塚本建装		A0E51SA51106F		A15017193		A15017193		8/20/15		随意契約		11/10/15		齋木　武		齋木　武		11/2/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-410他2室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		344,736		赤塚工業（株）		A0E51SA51106F		A15017735		A15017735		8/28/15		随意契約		9/24/15		齋木　武		齋木　武		11/2/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-106他4室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		352,620		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15017736		A15017736		8/28/15		随意契約		11/2/15		齋木　武		齋木　武		11/2/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-404宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		288,684		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15018097		A15018097		9/2/15		随意契約		11/2/15		齋木　武		齋木　武		11/2/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-104、803-201宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		793,800		赤塚工業（株）		A0E51SA51106F		A15018098		A15018098		9/2/15		随意契約		10/16/15		齋木　武		齋木　武		11/2/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-101宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		629,640		赤塚工業（株）		A0E51SA51106F		A15009924		A15009924		9/9/15		随意契約		10/19/15		齋木　武		齋木　武		11/9/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-102宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		110,808		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15018099		A15018099		9/9/15		随意契約		11/9/15		齋木　武		齋木　武		11/9/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟浴室給水管補修３４室		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		969,408		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15000745		A15000745		5/22/15		随意契約		9/7/15		齋木　武		齋木　武		8/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）805号棟浴室改修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		2,135,251		(株)川村産業		A0E51SA51106F		A15000744		A15000744		8/31/15		一般競争契約		1/15/16		中島　幸一郎		齋木　武		1/15/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟宿舎雨水路清掃		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		21,060		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15013730		A15013730		7/30/15		随意契約		9/7/15		齋木　武		齋木　武		8/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-402、803-101宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		308,448		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15012791		A15012791		7/15/15		随意契約		9/7/15		齋木　武		齋木　武		8/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-210他3室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		195,156		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15013067		A15013067		7/15/15		随意契約		9/7/15		齋木　武		齋木　武		8/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目705-202他2室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		255,312		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15017685		A15017685		8/28/15		随意契約		9/25/15		齋木　武		齋木　武		10/1/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目職員宿舎725棟外壁塗装等補修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		993,600		（株）塚本建装		A0E51SA51106F		A15017284		A15017284		9/10/15		随意契約		11/10/15		齋木　武		齋木　武		12/1/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目敷地内804棟付近変電設備電気室外壁塗装改修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		370,440		（株）塚本建装		A0E51SA51106F		A15016729		A15016729		9/15/15		随意契約		12/25/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員宿舎吾妻４丁目201棟2F階段灯修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		74,520		（有）信濃電設		A0E51SA51106F		A15019668		A15019668		9/16/15		随意契約		10/16/15		齋木　武		齋木　武		11/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-809、805-1201宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		899,316		赤塚工業（株）		A0E51SA51106F		A15018102		A15018102		9/25/15		随意契約		11/12/15		齋木　武		齋木　武		11/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1210宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		25,164		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15021052		A15021052		9/25/15		随意契約		10/27/15		齋木　武		齋木　武		12/1/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目職員宿舎屋外引込開閉器盤取替工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		885,600		（株）須藤電気商会		A0E51SA51106F		A15013728		A15013728		9/10/15		随意契約		10/23/15		佐藤　正和		齋木　武		11/13/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-710他7室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		187,272		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15006283		A15006283		5/22/15		随意契約		9/25/15		齋木　武		齋木　武		9/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-1003電話通話不良室内配線調査修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		10,692		東日本電信電話（株）		A0E51SA51106F		A15020269		A15020269		9/15/15		随意契約		9/16/15		齋木　武		齋木　武		9/18/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-118他3室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		99,144		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15012793		A15012793		7/15/15		随意契約		9/7/15		齋木　武		齋木　武		9/1/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-202宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		13,996		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15018190		A15018190		7/15/15		随意契約		9/7/15		齋木　武		齋木　武		9/1/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目職員宿舎717棟外壁塗装等補修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		999,000		（株）塚本建装		A0E51SA51106F		A15023366		A15023366		10/15/15		随意契約		12/16/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）２丁目職員宿舎807号棟303室等網戸交換工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		237,600		ツクバメンテナンス（株）		A0E51SA51106F		A15024154		A15024154		10/21/15		随意契約		12/25/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目701-201漏水修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		197,640		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15024613		A15024613		10/16/15		随意契約		11/6/15		齋木　武		齋木　武		11/6/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-604宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		9,720		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15024620		A15024620		10/6/15		随意契約		10/7/15		齋木　武		齋木　武		11/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟6階消火栓扉修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		5,940		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15024621		A15024621		10/27/15		随意契約		12/25/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目723棟宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		353,484		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15015900		A15015900		8/3/15		随意契約		10/29/15		齋木　武		齋木　武		10/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-707宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		131,220		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15006360		A15006360		5/22/15		随意契約		10/16/15		齋木　武		齋木　武		10/16/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-706宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		65,016		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15025881		A15025881		11/6/15		随意契約		11/27/15		齋木　武		齋木　武		11/27/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-202宿舎台所排水管漏水補修修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		10,800		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15027304		A15027304		11/18/15		随意契約		12/7/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-603防水パン取替修繕工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		317,520		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15019119		A15019119		9/4/15		随意契約		12/28/15		齋木　武		齋木　武		1/15/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-118宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,496		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15028417		A15028417		11/27/15		随意契約		12/25/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-510宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		7,560		赤塚工業（株）		A0E51SA51106F		A15028536		A15028536		11/27/15		随意契約		12/14/15		齋木　武		齋木　武		12/18/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目706棟付近止水栓蓋補修		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		40,305		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15019705		A15019705		9/11/15		随意契約		11/13/15		齋木　武		齋木　武		11/13/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-209、201-601宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		16,200		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15015902		A15015902		8/3/15		随意契約		11/20/15		齋木　武		齋木　武		11/20/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703棟南西通路階段補修		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		318,924		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15020115		A15020115		9/15/15		随意契約		11/20/15		齋木　武		齋木　武		11/20/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-706宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		459,324		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15025728		A15025728		11/5/15		随意契約		11/27/15		齋木　武		齋木　武		11/27/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-504他2室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		700,596		赤塚工業（株）		A0E51SA51106F		A15018105		A15018105		9/16/15		随意契約		11/5/15		齋木　武		齋木　武		11/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-102宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		11,340		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15029373		A15029373		12/4/15		随意契約		1/18/16		齋木　武		齋木　武		1/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-104宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		32,076		赤塚工業（株）		A0E51SA51106F		A15029371		A15029371		12/4/15		随意契約		12/18/15		齋木　武		齋木　武		1/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(吾妻)職員宿舎805号棟603号室浴室改修塗装工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		75,600		（株）神山		A0E51SA51106F		A15019043		A15019043		9/4/15		随意契約		12/28/15		齋木　武		齋木　武		1/15/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-602宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		24,408		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15029990		A15029990		12/9/15		随意契約		12/22/15		齋木　武		齋木　武		1/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目723棟屋上配管口防水補修		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		8,640		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15029991		A15029991		12/9/15		随意契約		1/4/16		齋木　武		齋木　武		1/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目705-201給湯器交換		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		125,280		東京ガス（株）つくば支社		A0E51SA51106F		A15023170		A15023170		10/13/15		随意契約		11/2/15		齋木　武		齋木　武		11/2/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎805-208ガス漏洩に伴う仮設工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		49,572		東京ガス（株）つくば支社		A0E51SA51106F		A15027188		A15027188		11/16/15		随意契約		11/24/15		齋木　武		齋木　武		12/4/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-703宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		88,020		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15031048		A15031048		12/17/15		随意契約		1/12/16		齋木　武		齋木　武		1/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-513宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		14,580		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15031358		A15031358		12/18/15		随意契約		12/28/15		齋木　武		齋木　武		1/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟ピロティ天井照明器具交換修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		37,800		（有）信濃電設		A0E51SA51106F		A15031453		A15031453		12/21/15		随意契約		1/8/16		齋木　武		齋木　武		1/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-202給湯器交換修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		125,280		東京ガス（株）つくば支社		A0E51SA51106F		A15031513		A15031513		12/21/15		随意契約		2/5/16		齋木　武		齋木　武		2/5/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-204宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		79,423		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15012775		A15012775		7/15/15		随意契約		12/3/15		齋木　武		齋木　武		12/1/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員宿舎吾妻２丁目805棟12階誘導灯交換		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		51,840		（有）信濃電設		A0E51SA51106F		A15026170		A15026170		11/16/15		随意契約		12/22/15		齋木　武		齋木　武		1/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-502宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		18,036		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15031817		A15031817		12/24/15		随意契約		1/27/16		齋木　武		齋木　武		2/19/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-311宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		26,244		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15031820		A15031820		12/24/15		随意契約		1/27/16		齋木　武		齋木　武		2/19/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-202宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		30,456		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15031554		A15031554		12/25/15		随意契約		2/5/16		齋木　武		齋木　武		2/5/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目706-202宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		15,660		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15032094		A15032094		12/25/15		随意契約		2/17/16		齋木　武		齋木　武		2/19/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目720宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,820		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15032096		A15032096		12/25/15		随意契約		2/16/16		齋木　武		齋木　武		2/19/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-602他3室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		634,888		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15018101		A15018101		9/9/15		随意契約		12/3/15		齋木　武		齋木　武		12/1/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1209給水管改修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		43,200		カンキ工業（有）		A0E51SA51106F		A15030121		A15030121		12/9/15		随意契約		12/24/15		齋木　武		齋木　武		2/5/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704棟共用水栓漏水補修修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		64,994		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15027268		A15027268		11/18/15		随意契約		12/24/15		齋木　武		齋木　武		12/24/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-717宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		52,488		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15020927		A15020927		9/25/15		随意契約		12/14/15		齋木　武		齋木　武		12/14/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-102室洗濯防水パン修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		55,944		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15026717		A15026717		11/12/15		随意契約		12/24/15		齋木　武		齋木　武		12/24/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703-201宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		57,672		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15027276		A15027276		11/18/15		随意契約		12/24/15		齋木　武		齋木　武		12/24/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703-201宿舎洗面器漏水修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		45,468		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15028415		A15028415		11/27/15		随意契約		12/24/15		齋木　武		齋木　武		12/24/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-118宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		41,148		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15030533		A15030533		12/14/15		随意契約		12/25/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703-201宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		59,400		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15029266		A15029266		12/3/15		随意契約		12/24/15		齋木　武		齋木　武		12/24/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-404、806-304宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		569,160		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15018100		A15018100		9/2/15		随意契約		12/17/15		齋木　武		齋木　武		12/17/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-115他4室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		772,632		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15017731		A15017731		8/28/15		随意契約		12/25/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-204宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		29,160		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15025715		A15025715		11/5/15		随意契約		12/3/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		【本勘定振替】高エネ研（吾妻）805号棟風呂釜等取替工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		433,080		カンキ工業（有）		A0E51SA51106F		456132				1/14/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-102宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		33,804		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15035489		A15035489		1/28/16		随意契約		2/23/16		齋木　武		齋木　武		2/19/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-202宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		474,120		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15035492		A15035492		1/28/16		随意契約		2/23/16		齋木　武		齋木　武		2/19/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-809職員宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		82,188		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15035498		A15035498		1/28/16		随意契約		2/23/16		齋木　武		齋木　武		2/19/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目720棟給湯器交換修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		125,280		東京ガス（株）つくば支社		A0E51SA51106F		A15031454		A15031454		12/21/15		随意契約		1/19/16		齋木　武		齋木　武		1/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-606宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		19,224		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15031818		A15031818		12/24/15		随意契約		1/27/16		齋木　武		齋木　武		2/19/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目723棟宿舎排水管詰まり修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		20,952		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15029265		A15029265		12/3/15		随意契約		1/4/16		齋木　武		齋木　武		1/4/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-709宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		52,488		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15030536		A15030536		12/14/15		随意契約		1/5/16		齋木　武		齋木　武		1/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-806宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		45,489		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15037032		A15037032		2/4/16		随意契約		2/25/16		齋木　武		齋木　武		3/1/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-602宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		46,656		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15024789		A15024789		10/27/15		随意契約		1/5/16		齋木　武		齋木　武		1/5/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻宿舎消防設備点検不良修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		172,800		能美防災(株) 茨城支社		A0E51SA51106F		A15027775		A15027775		11/20/15		随意契約		1/8/16		齋木　武		齋木　武		1/8/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎811-104給水管漏水補修		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		52,812		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15037446		A15037446		2/5/16		随意契約		2/12/16		齋木　武		齋木　武		2/12/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-216漏水補修		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		45,468		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15037463		A15037463		2/9/16		随意契約		3/4/16		齋木　武		齋木　武		3/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-218職員宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		35,856		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15035494		A15035494		2/26/16		随意契約		3/18/16		齋木　武		齋木　武		3/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-713職員宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		30,240		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15035497		A15035497		2/26/16		随意契約		3/18/16		齋木　武		齋木　武		3/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-102宿舎漏電修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		26,784		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15041026		A15041026		2/29/16		随意契約		3/4/16		齋木　武		齋木　武		3/7/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-204宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		14,040		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15031356		A15031356		12/18/15		随意契約		2/5/16		齋木　武		齋木　武		2/5/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703-201他2室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		840,888		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15022991		A15022991		10/9/15		随意契約		2/23/16		齋木　武		齋木　武		2/19/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-210他2室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		236,088		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15042017		A15042017		3/15/16		随意契約		3/25/16		齋木　武		齋木　武		3/25/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-103宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		82,188		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15038614		A15038614		2/26/16		随意契約		3/18/16		齋木　武		齋木　武		3/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703-201宿舎和室畳下床板修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		69,984		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15043199		A15043199		3/17/16		随意契約		3/25/16		齋木　武		齋木　武		3/25/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟職員宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		12,744		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15043230		A15043230		3/17/16		随意契約		3/18/16		齋木　武		齋木　武		3/25/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-204宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		11,880		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15043614		A15043614		3/22/16		随意契約		3/28/16		齋木　武		齋木　武		3/28/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-606宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,496		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15043698		A15043698		3/22/16		随意契約		3/28/16		齋木　武		齋木　武		3/28/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-315宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		62,316		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15042809		A15042809		3/25/16		随意契約		3/31/16		齋木　武		齋木　武		3/31/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		20,520		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15043854		A15043854		3/28/16		随意契約		3/31/16		齋木　武		齋木　武		3/31/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟職員宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		11,664		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15044275		A15044275		3/29/16		随意契約		3/31/16		齋木　武		齋木　武		3/31/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1001宿舎他５室修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		232,416		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15025716		A15025716		11/5/15		随意契約		3/25/16		齋木　武		齋木　武		3/25/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階男女共同参画推進室電話配線他取設工事　		運交金-機構共通-男女共同参画推進室(一般)-物件費		0		0		62,640		（株）須藤電気商会		A0E51SA68106F		A15002478				4/22/15		随意契約		4/30/15		中島　幸一郎		板山　裕之		4/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館510室等構内電話回線移設その他工事		運交金-機構共通-男女共同参画推進室(一般)-物件費		0		0		15,120		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E51SA68106F		A15003172				4/22/15		随意契約		4/28/15		中島　幸一郎		山口　誠哉		4/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟4階413号室等電話回線設置その他工事		運交金-機構共通-男女共同参画推進室(一般)-物件費		16,740		0		0		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E51SA68106F		A15043166		A15044124		3/17/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/31/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟4階413号室等電話回線設置その他工事		運交金-機構共通-男女共同参画推進室(一般)-物件費		0		0		16,740		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E51SA68106F		A15044124				3/17/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/31/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟男子トイレ大便器洗浄便座取設工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		298,080		（有）佐藤管理工業		A0D12SA08116F		A15005223		A15005223		5/11/15		随意契約		6/12/15		中島　幸一郎		柿原　春美		6/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟106室事務室倉庫外壁クラック補修その他工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		820,800		水戸屋建設(株)		A0D12SA08116F		A15019194		A15019194		7/22/15		随意契約		9/7/15		佐藤　正和		柿原　春美		8/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟男子便所屋根トップライト改修工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		496,800		水戸屋建設(株)		A0D12SA08116F		A15019203		A15019203		8/3/15		随意契約		9/25/15		佐藤　正和		柿原　春美		9/24/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟運用管理室等照明スイッチ改修工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		226,800		（株）協和エレックス		A0D12SA08116F		A15020413		A15020413		9/28/15		随意契約		12/1/15		佐藤　正和		松永　浩之		11/27/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟115室第2マシン室等窓面台改修その他工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		972,000		（株）神山		A0D12SA08116F		A15019195		A15019195		12/25/15		随意契約		3/8/16		佐藤　正和		柿原　春美		3/7/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ９ＳＭ５補助機械棟空調用ダンパー修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		70,200		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0E31BPA1206F		A15001151		A15001151		4/13/15		随意契約		4/28/15		中島　幸一郎		鈴木　久		4/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKBトンネル内（6Mエリア）伸縮継手取設工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		360,720		新菱冷熱工業（株）筑波営業所		A0E31BPA1206F		A15001902		A15001902		4/16/15		随意契約		5/22/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		5/22/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟等１階機械室冷水一次ポンプ（TM-CWP-1）用電磁接触器取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		69,120		（株）須藤電気商会		A0E31BPA1206F		A15005625		A15005625		5/14/15		随意契約		6/5/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		6/5/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟M7機械室純水精製装置（M7-PWU-A-1）空気式二方弁取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		324,000		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BPA1206F		A15007349		A15007349		5/19/15		随意契約		8/6/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		7/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟冷水二次ポンプ（MO-2P-A-1）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		997,920		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0E31BPA1206F		A15008348		A15008348		6/5/15		随意契約		9/10/15		中島　幸一郎		鈴木　久		9/10/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟２階機械室空調機（ＴＭ－ＡＣ－３）ダンパー取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		594,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0E31BPA1206F		A15008807		A15008807		6/9/15		随意契約		7/16/15		中島　幸一郎		鈴木　久		7/22/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネセン共同溝系統送風機（M6-TF-1）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		918,000		関彰エンジニアリング（株）		A0E31BPA1206F		A15008881		A15008881		6/5/15		随意契約		8/6/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/7/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D5電源棟等空冷式冷却塔（OM-CT-2-8）インバータ他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		415,800		志賀計装（株）		A0E31BPA1206F		A15008932		A15008932		6/8/15		随意契約		7/27/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		7/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン温水ポンプ（Ｍ６－ＨＰ－５）等取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,857,600		（株）高野水道工業		A0E31BPA1206F		A15010338		A15010338		6/9/15		随意契約		9/18/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		9/18/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟冷水二次ポンプ（MO-2P-A-2）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		997,920		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0E31BPA1206F		A15010226		A15010226		6/22/15		随意契約		9/18/15		中島　幸一郎		鈴木　久		9/18/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟機械室温水一次ポンプ（OM-HP-1）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		955,800		（株）楠原管工業		A0E31BPA1206F		A15011087		A15011087		6/12/15		随意契約		9/18/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		9/18/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟等湧水排水ポンプ（M5-DP-3-1.2）他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		502,200		（有）佐藤管理工業		A0E31BPA1206F		A15011812		A15011812		6/30/15		随意契約		7/21/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		7/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟冷水二次ポンプ（Ｍ１－２Ｐ－Ａ－１）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		954,720		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0E31BPA1206F		A15012105		A15012105		7/1/15		随意契約		9/25/15		中島　幸一郎		鈴木　久		9/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR東実験棟純水ポンプ（AE-PWP-2）インバータ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		264,600		志賀計装（株）		A0E31BPA1206F		A15012263		A15012263		7/2/15		随意契約		7/30/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		7/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・６Ｃ搬入棟等排水ポンプ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		635,040		(株)テックフィールド		A0E31BPA1206F		A15012780		A15012780		7/3/15		随意契約		7/30/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		7/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟機械室動力盤（CP-2-8）電磁開閉器取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		124,200		志賀計装（株）		A0E31BPA1206F		A15013677		A15013677		7/15/15		随意契約		8/21/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/26/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKB西トンネル等マグネット系統冷却水配管水抜弁取設工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		993,600		三機工業（株）		A0E31BPA1206F		A15014018		A15014018		7/16/15		随意契約		9/4/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		9/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネセン共同溝内湧水排水ポンプ用水位制御装置取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		972,000		カンキ工業（有）		A0E31BPA1206F		A15014163		A15014163		7/17/15		随意契約		8/18/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/18/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟２階機械室空気調和機（FJ-AC-2）系統外気フィルター取設工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		162,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0E31BPA1206F		A15014656		A15014656		7/27/15		随意契約		8/21/15		中島　幸一郎		鈴木　久		8/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟１階機械室等排水ポンプ(NM-FDP-2-2)取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		658,800		(株)テックフィールド		A0E31BPA1206F		A15014679		A15014679		7/28/15		随意契約		8/28/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		8/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器コントロール棟旧クライストロン準備室冷媒配管取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		604,800		（株）楠原管工業		A0E31BPA1206F		A15015178		A15015178		7/29/15		随意契約		9/11/15		佐藤　正和		小川　一弘		9/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟実験室４パッケージ形空調機（ＡＣＰ－１１）修理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		250,560		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BPA1206F		A15016812		A15016812		8/11/15		随意契約		8/31/15		佐藤　正和		小川　一弘		8/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器コントロール棟空調機（ＡＣＰ－１）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		982,800		（株）楠原管工業		A0E31BPA1206F		A15015817		A15015817		8/5/15		随意契約		9/11/15		中島　幸一郎		品川　尚也		9/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D5電源棟空冷式冷却塔（OM-CT-3-5,6）インバータ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		681,480		志賀計装（株）		A0E31BPA1206F		A15015875		A15015875		7/31/15		随意契約		9/4/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		9/4/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟空気調和設備（TM-AC-3）サーマルリレー取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		227,880		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BPA1206F		A15015879		A15015879		8/4/15		随意契約		9/25/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		9/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟消火補助水槽（NM-FT-2）他補給水配管改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		928,800		（株）楠原管工業		A0E31BPA1206F		A15015882		A15015882		7/27/15		随意契約		10/2/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		10/2/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・３Ｃ搬入棟給水バルブ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		221,400		(株)テックフィールド		A0E31BPA1206F		A15015334		A15015334		7/31/15		随意契約		9/4/15		中島　幸一郎		品川　尚也		8/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセンガス警報器他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		330,912		三工サービス（株）		A0E31BPA1206F		A15016565		A15016565		8/18/15		随意契約		10/21/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		11/13/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟等雑排水ポンプ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		982,800		カンキ工業（有）		A0E31BPA1206F		A15017166		A15017166		8/17/15		随意契約		9/4/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		9/4/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研６ＳＭ４補助機械棟排水ポンプ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		166,320		(株)テックフィールド		A0E31BPA1206F		A15017596		A15017596		8/18/15		随意契約		9/11/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		9/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟開放式膨張水槽（NM-EXPT-6）他補給水配管改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		766,800		（株）楠原管工業		A0E31BPA1206F		A15018488		A15018488		9/1/15		随意契約		10/16/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/16/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D5電源棟空冷式冷却塔（OM-CT-3-3他）インバータ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		977,400		志賀計装（株）		A0E31BPA1206F		A15018819		A15018819		9/1/15		随意契約		10/23/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/23/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・3SM1補助機械棟空調機Ｖベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		119,880		高橋興業（株）		A0E31BPA1206F		A15019446		A15019446		9/1/15		随意契約		9/28/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		9/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR南実験棟温水系統膨張水槽（ASD-THE-1）安全弁取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		116,100		山崎計装電設(株)		A0E31BPA1206F		A15019037		A15019037		9/1/15		随意契約		10/1/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/2/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１１電源棟制御室パッケージ形空調機改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		9,018,000		（株）楠原管工業		A0E31BPA1206F		A15014471		A15014471		9/15/15		一般競争契約		11/30/15		佐藤　正和		小川　一弘		11/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR南実験棟空冷式冷却塔（AS-CT-1）側板取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		999,000		空研工業（株）東京支店		A0E31BPA1206F		A15020515		A15020515		9/14/15		随意契約		10/9/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		10/9/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ西実験棟制御室空調吹出口修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		280,800		（株）楠原管工業		A0E31BPA1206F		A15020564		A15020564		9/17/15		随意契約		10/30/15		佐藤　正和		小川　一弘		10/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF入射器コントロール棟屋上市水配管漏水修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		302,400		関彰エンジニアリング（株）		A0E31BPA1206F		A15022019		A15022019		9/28/15		随意契約		10/13/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/16/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟機械室純水冷却水ポンプ(ＰＷＰ－５－１)用インバータ改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		999,000		（株）東邦製作所		A0E31BPA1206F		A15022027		A15022027		7/21/15		随意契約		11/6/15		佐藤　正和		丸山　雅史		11/6/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ南実験棟水冷式冷却塔(ＡＳ－ＣＴ－５)用薬液注入装置取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		777,600		（株）楠原管工業		A0E31BPA1206F		A15022031		A15022031		9/28/15		随意契約		10/16/15		佐藤　正和		丸山　雅史		10/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟機械室動力盤（FM-CP-2-3）電磁開閉器取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		482,760		志賀計装（株）		A0E31BPA1206F		A15023239		A15023239		9/30/15		随意契約		10/27/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		11/13/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF入射器棟M0機械室等膨張水槽（M0-TE-1）窒素用電磁弁他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		680,400		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BPA1206F		A15024045		A15024045		10/1/15		随意契約		1/19/16		中島　幸一郎		清岡　翔吾		1/20/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D4電源棟屋外未処理水系統冷却水配管漏水修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		550,800		関彰エンジニアリング（株）		A0E31BPA1206F		A15025506		A15025506		10/21/15		随意契約		11/19/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		11/20/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟機械室動力盤(ＣＰ-２-１)改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		986,040		（株）東邦製作所		A0E31BPA1206F		A15017600		A15017600		7/1/15		随意契約		11/2/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		10/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟2階機械室窒素配管改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		96,120		山崎計装電設(株)		A0E31BPA1206F		A15031780		A15031780		12/17/15		随意契約		2/5/16		中島　幸一郎		清岡　翔吾		2/5/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF入射器棟M15機械室等温水二方弁他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		788,400		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BPA1206F		A15031773		A15031773		12/22/15		随意契約		3/2/16		中島　幸一郎		清岡　翔吾		3/4/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF入射器棟M2機械室排風機Vベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		23,760		高橋興業（株）		A0E31BPA1206F		A15033794		A15033794		1/4/16		随意契約		1/25/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		1/25/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネセン水冷式冷却塔（M6-CT-1他）電磁弁等取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		712,800		（株）楠原管工業		A0E31BPA1206F		A15035107		A15035107		1/12/16		随意契約		2/19/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		2/19/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR南実験棟AC-5冷水弁系統等デジタル指示調節計取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		302,400		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BPA1206F		A15035319		A15035319		1/18/16		随意契約		2/5/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		2/5/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟等誘導灯他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		871,560		（有）森田電気商会		A0E31BPA1106F		A15007103		A15007103		5/29/15		随意契約		7/9/15		中島　幸一郎		伊藤　博		7/17/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF研究棟4階給湯室流し台漏水修理その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		105,840		高橋興業（株）		A0E31SA81306F		A15004706		A15004706		5/7/15		随意契約		5/20/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		5/20/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館南側東屋給水栓漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		207,360		（有）佐藤管理工業		A0E31SA81306F		A15006134		A15006134		5/18/15		随意契約		6/5/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		6/5/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器コントロール棟等手洗器水栓金具他取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		42,120		（株）エムエス　つくば営業所		A0E31SA81306F		A15006165		A15006165		5/13/15		随意契約		6/1/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		6/5/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS加速器準備棟屋内消火栓配管改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		946,080		（株）楠原管工業		A0E31SA81306F		A15007517		A15007517		5/14/15		随意契約		8/21/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/21/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟男子トイレ小便器排水管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		124,200		（有）佐藤管理工業		A0E31SA81306F		A15008270		A15008270		6/3/15		随意契約		6/15/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		6/19/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター排水ポンプ取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		117,720		(株)テックフィールド		A0E31SA81306F		A15008180		A15008180		5/20/15		随意契約		6/22/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		6/26/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館全熱交換器（ＨＥＡ－２）ダンパモーター取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		102,600		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SA81306F		A15009001		A15009001		6/10/15		随意契約		6/30/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		6/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟電気室有圧扇取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		64,800		（株）楠原管工業		A0E31SA81306F		A15009191		A15009191		6/8/15		随意契約		6/24/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		6/24/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館（７０２室系統）パッケージ形空調機ＩＮＶ放熱用ファンモーター他交換		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		66,960		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SA81306F		A15010236		A15010236		6/19/15		随意契約		6/30/15		中島　幸一郎		小川　一弘		6/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター女子便所洗浄バルブ他取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		23,760		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　茨城営業所		A0E31SA81306F		A15010295		A15010295		6/16/15		随意契約		6/30/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		6/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館７階男子便所大便器洗浄便座取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		88,560		（株）エムエス　つくば営業所		A0E31SA81306F		A15013267		A15013267		7/10/15		随意契約		7/29/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/5/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研加速器小保管棟共同溝排水ポンプ吐出配管取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		133,920		(株)テックフィールド		A0E31SA81306F		A15013401		A15013401		7/13/15		随意契約		7/30/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		7/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研東カウンターホール出入管理室給湯器他修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		25,380		高橋興業（株）		A0E31SA81306F		A15012671		A15012671		7/1/15		随意契約		7/22/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		7/22/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階施設部側男子便所自動水栓修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		16,740		（株）エムエス　つくば営業所		A0E31SA81306F		A15014058		A15014058		7/21/15		随意契約		7/29/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/3/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟工作室空調機取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		855,360		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SA81306F		A15015126		A15015126		7/30/15		随意契約		9/11/15		佐藤　正和		品川　尚也		9/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研化学実験棟女子更衣室ルームエアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		345,600		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SA81306F		A15015863		A15015863		8/3/15		随意契約		9/11/15		佐藤　正和		品川　尚也		9/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟104室A空調機取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		428,760		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SA81306F		A15016223		A15016223		8/10/15		随意契約		9/11/15		佐藤　正和		品川　尚也		9/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設３号棟市水給水配管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		68,040		（株）楠原管工業		A0E31SA81306F		A15015330		A15015330		7/31/15		随意契約		8/19/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/19/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟ＧＬＣ機械室系統市水給水配管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		216,000		（有）佐藤管理工業		A0E31SA81306F		A15014907		A15014907		7/29/15		随意契約		8/21/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/21/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館１階女子便所大便器洗浄便座取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		74,520		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　茨城営業所		A0E31SA81306F		A15015142		A15015142		7/28/15		随意契約		8/19/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/19/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館２階女子便所自動水栓修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		16,200		（株）エムエス　つくば営業所		A0E31SA81306F		A15016250		A15016250		8/6/15		随意契約		8/17/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/26/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター女子便所洗浄便座電源基盤取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		11,880		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　茨城営業所		A0E31SA81306F		A15017063		A15017063		8/17/15		随意契約		9/4/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/26/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研開発共用棟PS井水受水槽ドレンバルブ交換その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		42,120		高橋興業（株）		A0E31SA81306F		A15016580		A15016580		8/3/15		随意契約		8/28/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		8/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS市水ポンプ室市水給水配管漏水修理その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		87,480		高橋興業（株）		A0E31SA81306F		A15019449		A15019449		9/4/15		随意契約		9/25/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		9/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研開発共用棟東側市水受水槽(№２)溶接修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		246,240		（株）ダイトー		A0E31SA81306F		A15020058		A15020058		8/31/15		随意契約		9/30/15		佐藤　正和		丸山　雅史		9/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階施設部側男子便所等自動水栓他修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		26,460		（株）エムエス　つくば営業所		A0E31SA81306F		A15022484		A15022484		9/18/15		随意契約		10/16/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/21/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター等女子便所温水タンク他取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		111,780		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　茨城営業所		A0E31SA81306F		A15023477		A15023477		10/7/15		随意契約		10/23/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		10/23/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階湯沸室小型湯沸器取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		42,120		東京ガス（株）つくば支社		A0E31SA81306F		A15029009		A15029009		12/1/15		随意契約		12/18/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		12/18/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟女子便所等洗浄便座他取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		93,420		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　茨城営業所		A0E31SA81306F		A15030466		A15030466		12/1/15		随意契約		1/14/16		中島　幸一郎		清岡　翔吾		1/15/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネルギーセンター消火栓用フレキシブル継手取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		153,360		（株）楠原管工業		A0E31SA81306F		A15031774		A15031774		12/11/15		随意契約		1/15/16		中島　幸一郎		清岡　翔吾		1/15/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館北側汚水管詰り修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		635,040		（株）中城		A0E31SA81306F		A15030146		A15030146		12/9/15		随意契約		1/5/16		中島　幸一郎		丸山　雅史		12/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟埋設井水配管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		86,400		（株）楠原管工業		A0E31SA81306F		A15033585		A15033585		1/8/16		随意契約		1/26/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		1/25/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ERL開発棟実験ホール圧力扇フィルター交換その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		67,500		高橋興業（株）		A0E31SA81306F		A15033797		A15033797		1/6/16		随意契約		1/27/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		1/27/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR北実験棟屋外消火ポンプ(AN-FP-2)修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		57,240		㈱荏原製作所　つくば営業所		A0E31SA81306F		A15035413		A15035413		1/12/16		随意契約		2/12/16		中島　幸一郎		丸山　雅史		2/12/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟会議室１パッケージ形空調機Ｎｏ．１圧縮機他交換		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		313,200		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31SA81306F		A15037150		A15037150		2/3/16		随意契約		2/12/16		佐藤　正和		小川　一弘		2/12/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光機械棟等屋内消火ポンプ(NM-FP-1)用フローメータ取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		855,360		（株）楠原管工業		A0E31SA81306F		A15037270		A15037270		12/25/15		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館4階給湯室流し台排水詰まり修理その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		62,640		高橋興業（株）		A0E31SA81306F		A15037122		A15037122		2/4/16		随意契約		2/22/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		2/24/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研開発共用棟３階倉庫出入口扉ドアノブ交換工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		30,780		(株)山三		A0E31SA81106F		A15000630		A15000630		4/6/15		随意契約		5/26/15		中島　幸一郎		松本　利男		5/22/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・９Ｃ搬入棟外壁クラック補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		237,600		水戸屋建設(株)		A0E31SA81106F		A15001554		A15001554		4/21/15		随意契約		5/15/15		中島　幸一郎		松本　利男		5/22/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研開発共用棟３階倉庫階段手摺取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		189,000		（株）近藤工務店		A0E31SA81106F		A15005479		A15005479		5/15/15		随意契約		6/16/15		中島　幸一郎		鷺森　航太		6/26/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館１階ホール南側鋼製建具改修その他建具工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		962,820		(株)山三		A0E31SA81106F		A15008107		A15008107		6/1/15		随意契約		9/8/15		中島　幸一郎		峯　秀介		9/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研東カウンターホール出入管理室出入口鋼製建具補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		35,856		つくばキーセンター　澤邉久輝		A0E31SA81106F		A15011566		A15011566		6/29/15		随意契約		7/29/15		佐藤　正和		髙橋　誠		8/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ10電源棟循環圧縮機室鋼製建具改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		604,800		(株)山三		A0E31SA81106F		A15011889		A15011889		7/2/15		随意契約		9/25/15		佐藤　正和		髙橋　誠		10/15/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研S-1変電棟東側たて樋交換工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		712,800		水戸屋建設(株)		A0E31SA81106F		A15012815		A15012815		7/10/15		随意契約		8/10/15		佐藤　正和		鷺森　航太		9/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光特高変電棟高圧盤室雨漏り補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		345,600		水戸屋建設(株)		A0E31SA81106F		A15012820		A15012820		7/13/15		随意契約		8/20/15		佐藤　正和		鷺森　航太		9/18/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D10電源棟控室雨漏り補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		140,400		水戸屋建設(株)		A0E31SA81106F		A15012813		A15012813		7/9/15		随意契約		8/10/15		佐藤　正和		鷺森　航太		8/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研2号館男子トイレ手摺取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		529,200		ツクバメンテナンス（株）		A0E31SA81106F		A15012342		A15012342		7/8/15		随意契約		8/3/15		佐藤　正和		峯　秀介		8/7/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟南側等遮熱対策外部ネット取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		345,600		(株）共進工業		A0E31SA81106F		A15013181		A15013181		7/1/15		随意契約		8/5/15		佐藤　正和		府川　薫		8/17/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館内部側自動ドア改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		313,200		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		A0E31SA81106F		A15013420		A15013420		7/15/15		随意契約		8/26/15		佐藤　正和		峯　秀介		8/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟特別会議室ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ交換工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		32,724		つくばキーセンター　澤邉久輝		A0E31SA81106F		A15013863		A15013863		7/21/15		随意契約		8/4/15		中島　幸一郎		峯　秀介		8/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・９Ｃ搬入棟男子便所フロアハッチ改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		86,400		（株）近藤工務店		A0E31SA81106F		A15013346		A15013346		7/23/15		随意契約		8/10/15		中島　幸一郎		松本　利男		8/7/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館１階身障者便所鋼製建具改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		48,600		(株)山三		A0E31SA81106F		A15013866		A15013866		8/3/15		随意契約		8/27/15		佐藤　正和		峯　秀介		9/4/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研東カウンターホール車庫鋼製建具改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		695,520		(株)山三		A0E31SA81106F		A15017894		A15017894		8/24/15		随意契約		10/20/15		佐藤　正和		髙橋　誠		10/20/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館１階会議室たて樋補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		291,600		水戸屋建設(株)		A0E31SA81106F		A15017949		A15017949		8/17/15		随意契約		9/7/15		佐藤　正和		鷺森　航太		9/4/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館外部側自動ドア改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		291,600		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		A0E31SA81106F		A15022224		A15022224		10/5/15		随意契約		11/13/15		佐藤　正和		峯　秀介		11/20/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D7電源棟制御室天井補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		145,800		（株）近藤工務店		A0E31SA81106F		A15026519		A15026519		11/11/15		随意契約		12/1/15		中島　幸一郎		峯　秀介		12/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館外部側自動ドア改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		225,720		(株)山三		A0E31SA81106F		A15027404		A15027404		11/18/15		随意契約		12/16/15		中島　幸一郎		峯　秀介		12/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射線管理棟103打合せ室ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		19,440		(株)山三		A0E31SA81106F		A15028598		A15028598		11/30/15		随意契約		12/4/15		中島　幸一郎		峯　秀介		12/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ニュートリノ電源棟電動シャッター補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		145,800		(株)山三		A0E31SA81106F		A15031068		A15031068		12/17/15		随意契約		2/12/16		中島　幸一郎		峯　秀介		2/26/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館展望台屋上防水改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		192,660		水戸屋建設(株)		A0E31SA81106F		A15032929				12/18/15		随意契約		2/1/16		中島　幸一郎		鷺森　航太		2/26/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館内部側自動ドアタッチセンサー改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		210,600		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		A0E31SA81106F		A15034332		A15034332		1/19/16		随意契約		2/26/16		中島　幸一郎		峯　秀介		2/26/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF実験準備棟実験準備ホール西側鋼製建具電気錠改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		302,400		(株)山三		A0E31SA81106F		A15034888		A15034888		1/21/16		随意契約		2/9/16		佐藤　正和		峯　秀介		2/12/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館1階会議・応接室天井補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		259,200		ツクバメンテナンス（株）		A0E31SA81106F		A15036580		A15036580		2/8/16		随意契約		3/4/16		佐藤　正和		鷺森　航太		3/4/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟車寄せ庇防水改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		993,600		水戸屋建設(株)		A0E31SA81106F		A15036579		A15036579		2/8/16		随意契約		3/8/16		佐藤　正和		鷺森　航太		3/11/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター玄関前床タイル等補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		129,600		（株）近藤工務店		A0E31SA81106F		A15037813		A15037813		2/9/16		随意契約		3/3/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/15/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D5電源棟南東側入口雨漏り補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		637,200		水戸屋建設(株)		A0E31SA81106F		A15039935		A15039935		2/26/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		鷺森　航太		3/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館正面玄関出入管理装置磁気カードリーダ取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		265,680		中央電子（株）　サービス事業部		A0E31SA81206F		A15000356		A15000356		4/8/15		随意契約		4/20/15		中島　幸一郎		塚本　智		4/22/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR東実験棟等自動火災報知設備用配線改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		972,000		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15000963		A15000963		4/13/15		随意契約		4/27/15		中島　幸一郎		塚本　智		4/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階男女共同参画推進室電話配線他取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		57,240		0		0		（株）須藤電気商会		A0E31SA81206F		A15002088		A15002478		4/22/15		随意契約		4/30/15		中島　幸一郎		板山　裕之		4/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟等誘導灯他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		264,600		（有）信濃電設		A0E31SA81206F		A15001099		A15001099		4/15/15		随意契約		5/15/15		中島　幸一郎		伊藤　博		5/15/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階男女共同参画推進室電話配線他取設工事　		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		57,240		（株）須藤電気商会		A0E31SA81206F		A15002478				4/22/15		随意契約		4/30/15		中島　幸一郎		板山　裕之		4/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導リニアック試験施設棟エレベーターシーケンサーユニット取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		378,000		日本エレベーター製造（株）		A0E31SA81206F		A15002960		A15002960		4/28/15		随意契約		5/25/15		中島　幸一郎		氏家　和輝		5/22/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟財務部コンセント移設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		60,934		0		0		（株）須藤電気商会		A0E31SA81206F		A15003739		A15005036		5/8/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		小林　利弘		5/29/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟財務部コンセント移設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		60,934		（株）須藤電気商会		A0E31SA81206F		A15005036				5/8/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		小林　利弘		5/29/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホール等誘導灯他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		506,520		0		0		（有）信濃電設		A0E31SA81206F		A15008265		A15008613		6/5/15		随意契約		8/3/15		中島　幸一郎		伊藤　博		7/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホール等誘導灯他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		506,520		（有）信濃電設		A0E31SA81206F		A15008613				6/5/15		随意契約		8/3/15		中島　幸一郎		伊藤　博		7/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D5電源棟クリーンルーム照明スイッチ改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		423,360		0		0		（株）須藤電気商会		A0E31SA81206F		A15011929		A15012063		7/3/15		随意契約		7/31/15		中島　幸一郎		山中　将		7/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ５電源棟クリーンルーム照明スイッチ改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		423,360		（株）須藤電気商会		A0E31SA81206F		A15012063				7/3/15		随意契約		7/31/15		中島　幸一郎		山中　将		7/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟２階事務室ボタン電話主装置撤去その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		86,184		常伸電通システム（株）		A0E31SA81206F		A15016220		A15016220		8/5/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		氏家　和輝		9/18/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設A号棟屋外ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		189,000		0		0		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15017663		A15018744		8/26/15		随意契約		9/7/15		中島　幸一郎		塚本　智		9/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員会館等テレビ共同受信設備（ACCS)用屋外配線引替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		399,600		東陽工業（株）北関東支店		A0E31SA81206F		A15016951		A15016951		8/18/15		随意契約		9/18/15		中島　幸一郎		氏家　和輝		9/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ａ号棟屋外ブラケット灯取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		189,000		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15018744				8/26/15		随意契約		9/7/15		中島　幸一郎		塚本　智		9/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研市水ポンプ室等火災報知設備用配線その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		616,680		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15018828		A15018828		9/3/15		随意契約		9/29/15		佐藤　正和		瀬谷　憲明		9/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館電子交換機室等電話交換装置電源基盤取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		137,160		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E31SA81206F		A15020501		A15020501		8/17/15		随意契約		9/30/15		佐藤　正和		氏家　和輝		9/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階情報基盤管理室等情報用コンセント取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		13,284		0		0		（株）須藤電気商会		A0E31SA81206F		A15021103		A15021520		9/28/15		随意契約		10/9/15		佐藤　正和		瀬谷　憲明		10/9/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階情報基盤管理室等情報コンセント取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		13,284		（株）須藤電気商会		A0E31SA81206F		A15021520				9/28/15		随意契約		10/9/15		佐藤　正和		瀬谷　憲明		10/9/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKBトンネル連動制御盤改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		721,440		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SA81206F		A15022769		A15022769		10/13/15		随意契約		12/1/15		中島　幸一郎		瀬谷　憲明		11/27/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設B号棟104室換気扇取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		95,040		0		0		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15024208		A15025755		10/23/15		随意契約		11/5/15		中島　幸一郎		塚本　智		11/6/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設B号棟104室換気扇取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		95,040		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15025755				10/23/15		随意契約		11/5/15		中島　幸一郎		塚本　智		11/6/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟等西側出入口照明他改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		270,000		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15025322		A15025322		11/4/15		随意契約		12/10/15		中島　幸一郎		氏家　和輝		12/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟等エレベーター設備ワイヤーロープ他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		2,111,400		日本エレベーター製造（株）		A0E31SA81206F		A15024685		A15024685		11/10/15		随意契約		2/12/16		中島　幸一郎		瀬谷　憲明		2/12/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館等誘導灯その他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		879,120		0		0		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15028958		A15029931		11/30/15		随意契約		12/25/15		中島　幸一郎		吉原　裕一		1/15/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館等誘導灯その他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		879,120		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15029931				11/30/15		随意契約		12/25/15		中島　幸一郎		吉原　裕一		1/15/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟等誘導灯その他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		955,800		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15031609		A15031609		12/18/15		随意契約		2/16/16		中島　幸一郎		瀬谷　憲明		3/4/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館１階エントランス照明器具取替他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		237,600		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15031851		A15031851		1/5/16		随意契約		2/3/16		佐藤　正和		塚本　智		2/5/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟等エレベーター設備油圧パワーユニット用電動機他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		2,430,000		日本オーチス・エレベータ（株）関東支店		A0E31SA81206F		A15031636		A15031636		1/14/16		随意契約		3/18/16		中島　幸一郎		氏家　和輝		3/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階打ち合わせ室等電話回線移設他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		30,888		0		0		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E31SA81206F		A15034700		A15035395		1/21/16		随意契約		1/29/16		中島　幸一郎		海老沢　明世		1/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟構内交換装置用保守コンソール等取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		550,800		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E31SA81206F		A15034466		A15034466		1/21/16		随意契約		3/17/16		佐藤　正和		瀬谷　憲明		3/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR実験準備棟光学素子評価室等照明器具安定器取替工事			運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		518,400		高橋興業（株）		A0E31SA81206F		A15035016		A15035016		1/22/16		随意契約		2/26/16		佐藤　正和		塚本　智		2/26/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第2機械棟等外壁ｸﾗｯｸ補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		810,000		水戸屋建設(株)		A0E31SA82106F		A15026402		A15026402		11/16/15		随意契約		1/5/16		中島　幸一郎		府川　薫		1/8/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ﾕｰｻﾞｰ宿泊施設周辺通り抜け禁止看板設置業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		77,922		松枝印刷（株）		A0E31SA82106F		A15026267		A15026267		11/9/15		随意契約		12/2/15		中島　幸一郎		府川　薫		11/27/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）1号館1階ｺﾓﾝｽﾍﾟｰｽ建具補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		583,200		ツクバメンテナンス（株）		A0E31SA82106F		A15026403		A15026403		12/24/15		随意契約		3/15/16		佐藤　正和		府川　薫		3/15/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海2号館男子トイレ雨漏り補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		226,800		水戸屋建設(株)		A0E31SA82106F		A15034771		A15034771		1/21/16		随意契約		3/3/16		佐藤　正和		府川　薫		3/15/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第１電源棟等非常灯用蓄電池他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		24,246		0		0		金沢産業（株）		A0E31SA82206F		A15024767		A15025753		10/28/15		随意契約		12/24/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		12/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第１電源棟等非常灯用蓄電池他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		24,246		金沢産業（株）		A0E31SA82206F		A15025753				10/28/15		随意契約		12/24/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		12/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟等照明器具取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		155,736		0		0		金沢産業（株）		A0E31SA82206F		A15034293		A15035398		1/21/16		随意契約		3/23/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/11/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟等照明器具取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		155,736		金沢産業（株）		A0E31SA82206F		A15035398				1/21/16		随意契約		3/23/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/11/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ERL開発棟ERL準備室４避難口誘導灯新設その他工事		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-室長		0		0		110,160		（有）森田電気商会		A0EAALAe1306F		A15021535		A15021535		10/1/15		随意契約		10/29/15		佐藤　正和		河田　洋		10/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネERL開発棟実験ホール南側たて樋改修工事		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-放射線		0		0		691,200		水戸屋建設(株)		A0EAALAe1176F		A15012957		A15012957		7/17/15		随意契約		9/7/15		中島　幸一郎		芳賀　開一		9/16/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟純水冷却水PP-1系統空気式三方弁取替工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		756,000		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0EAALAl2106F		A15001034		A15001034		5/18/15		随意契約		8/6/15		中島　幸一郎		照沼　信浩		7/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟GLC系統他窒素配管修理工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		135,000		（株）楠原管工業		A0EAALAl2106F		A15001031		A15001031		5/14/15		随意契約		7/3/15		中島　幸一郎		照沼　信浩		7/3/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟実験室西側シャッター開閉機交換工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		421,200		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		A0EAALAl2106F		A15002261		A15002261		5/25/15		随意契約		7/15/15		佐藤　正和		照沼　信浩		9/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟水冷式冷却塔(D-CT-2)散水ポンプ他取替工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		410,400		（株）楠原管工業		A0EAALAl2106F		A15001030		A15001030		7/8/15		随意契約		8/21/15		中島　幸一郎		照沼　信浩		8/21/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟水冷式冷却塔(D-CT-1-2)凍結防止ヒーター取替工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		259,200		（株）楠原管工業		A0EAALAl2106F		A15001033		A15001033		6/29/15		随意契約		8/24/15		中島　幸一郎		照沼　信浩		8/24/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟純水精製装置（Ｄ－ＰＷＵ－１）樹脂取替		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		259,200		ＮＥＣファシリティーズ(株)北関東ファシリティマネジメント事業部		A0EAALAl2106F		A15018518		A15018518		9/7/15		随意契約		9/29/15		佐藤　正和		内藤　孝		10/16/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟ダンピング機械室純水精製装置（D-PWU-3）安全弁取替工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		221,400		（株）楠原管工業		A0EAALAl2106F		A15018516		A15018516		9/25/15		随意契約		10/27/15		佐藤　正和		内藤　孝		10/27/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟窒素集合装置改修工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		247,320		（株）楠原管工業		A0EAALAl2106F		A15021046		A15021046		9/25/15		随意契約		11/2/15		佐藤　正和		内藤　孝		10/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟膨張水槽（AH-TE-2）膨張管漏水修理工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		55,080		山崎計装電設(株)		A0EAALAl2106F		A15025414		A15025414		11/2/15		随意契約		12/11/15		中島　幸一郎		内藤　孝		12/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導リニアック試験施設棟制御室漏水補修工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-共通		0		0		334,800		水戸屋建設(株)		A0EAALAl2186F		A15022000		A15022000		10/5/15		随意契約		10/30/15		佐藤　正和		早野　仁司		10/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館４階４０５号室火災報知設備用感知器取設工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-共通		0		0		114,480		能美防災(株) 茨城支社		A0EAALAl2186F		A15039629		A15039629		2/23/16		随意契約		3/18/16		中島　幸一郎		道園　真一郎		3/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟雨漏れ改修工事		運交金-先端-測定器開発・物件費(先端)-その他		0		0		837,000		興和建業（株）		A0EAALAd1196F		A15016745		A15016745		8/17/15		随意契約		9/25/15		中島　幸一郎		幅　淳二		10/2/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟中実験室3鋼製建具改修工事		運交金-素核研-エレクトロS(一般)-物件費		0		0		30,240		(株)山三		A0A20SAv1106F		A15016671		A15016671		8/17/15		随意契約		10/2/15		中島　幸一郎		島崎　昇一		10/2/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟108室情報コンセント取設工事		運交金-素核研-エレクトロS(一般)-物件費		0		0		95,040		（株）須藤電気商会		A0A20SAv1106F		A15018829		A15018829		10/13/15		随意契約		10/29/15		佐藤　正和		庄子　正剛		10/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟１階搬入ヤード鋼製建具ドアクローザー改修その他工事		運交金-素核研-実験室安全(一般)-物件費		0		0		87,480		(株)山三		A0A20SAx1106F		A15020428		A15020428		9/16/15		随意契約		10/29/15		中島　幸一郎		古川　圭三		10/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館216室等鋼製建具鍵交換工事		運交金-素核研-理論センター(一般)-物件費・共通		0		0		116,640		(株)山三		A0A20SAr1146F		A15029891		A15029891		12/9/15		随意契約		2/16/16		中島　幸一郎		野尻　美保子		2/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟等自動販売機用屋外コンセント取設工事		運交金-素長-素核研共通(一般)-物件費		22,680		0		0		メイデン（株）		A0A01SA01106F		A15037896		A15040734		2/12/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟等自動販売機用屋外コンセント取設工事		運交金-素長-素核研共通(一般)-物件費		0		0		22,680		メイデン（株）		A0A01SA01106F		A15040734				2/12/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研低温機器収納庫北側外壁シーリング打替工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		64,800		水戸屋建設(株)		A0D13SA09126F		A15001750		A15001750		4/7/15		随意契約		4/22/15		中島　幸一郎		中本　建志		4/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第３低温棟実験盤R3-EX-3配線用遮断器取替工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		37,260		（有）森田電気商会		A0D13SA09126F		A15012571		A15012571		7/9/15		随意契約		8/10/15		中島　幸一郎		中本　建志		8/7/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研第２低温棟冷却水ポンプ（Ｐ‐１７）取替他工事　他1件		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-冷凍機維持経費		0		0		91,800				A0D13SA09106F		462806				2/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟屋上防水補修工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		2,084,400		水戸屋建設(株)		A0BB1PA03106F		A15014253		A15014253		6/19/15		随意契約		8/10/15		佐藤　正和		足立　伸一		8/7/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟１階実験室漏水補修その他工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		2,343,600		水戸屋建設(株)		A0BB1PA03106F		A15014674		A15014674		7/31/15		随意契約		9/7/15		佐藤　正和		足立　伸一		9/18/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟１階実験準備室鋼製建具補修工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		23,760		(株)山三		A0BB1PA03106F		A15017926		A15017926		8/26/15		随意契約		9/16/15		佐藤　正和		足立　伸一		9/18/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟１階結晶準備室等電気錠取設工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		304,182		つくばキーセンター　澤邉久輝		A0BB1PA03106F		A15023343		A15023343		10/14/15		随意契約		12/4/15		中島　幸一郎		足立　伸一		12/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北東実験棟実験室実験盤Ｇ－ＥＸ－１０改修工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-NE5C,7A		0		0		33,480		（有）森田電気商会		A0B10PA02396F		A15022703		A15022703		10/8/15		随意契約		10/15/15		佐藤　正和		亀卦川　卓美		10/16/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟実験室４空調用手元開閉器取設工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造生物準備室		0		0		139,320		（有）森田電気商会		A0B10PA02456F		A15017658		A15017658		8/25/15		随意契約		9/25/15		佐藤　正和		加藤　龍一		9/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟実験室４クロマトチャンバー用コンセント他取設工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-生命科学GL留置		0		0		155,520		（有）森田電気商会		A0B10PA02496F		A15026944		A15026944		11/24/15		随意契約		12/10/15		中島　幸一郎		千田　俊哉		12/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟壁隙間補修工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-生命科学GL留置		0		0		43,200		ツクバメンテナンス（株）		A0B10PA02496F		A15029584		A15029584		12/14/15		随意契約		1/19/16		中島　幸一郎		千田　俊哉		1/8/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟等西口自動ドア改修その他工事		運交金-放一・二-施設利用料(一般)-放射光		0		0		664,200		(株)山三		A0B10SA11106F		A15026652		A15026652		11/10/15		随意契約		1/28/16		中島　幸一郎		足立　伸一		1/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北棟１階実験室照明その他改修工事		運交金-放一・二-施設利用料(一般)-放射光		0		0		560,520		（株）須藤電気商会		A0B10SA11106F		A15031213		A15031213		12/22/15		随意契約		1/29/16		佐藤　正和		足立　伸一		1/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟413室天井改修工事		運交金-放一・二-施設利用料(一般)-放射光		0		0		159,840		ツクバメンテナンス（株）		A0B10SA11106F		A15041345		A15041345		3/4/16		随意契約		3/15/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟4階413号室等電話回線設置その他工事		運交金-放一・二-施設利用料(一般)-放射光		16,740		0		0		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0B10SA11106F		A15042652		A15044124		3/17/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/31/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟4階413号室等電話回線設置その他工事		運交金-放一・二-施設利用料(一般)-放射光		0		0		16,740		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0B10SA11106F		A15044124				3/17/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/31/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ実験準備棟（２Ｆ系統）パッケージ形空調機圧縮機他交換		運交金-放一・二-放射光(一般)-PF共通		0		0		839,160		(株)アメニティ・ジャパン		A0B10SA08106F		A15033743		A15033743		1/14/16		随意契約		2/5/16		佐藤　正和		足立　伸一		2/5/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射線管理棟104室1階テレメータ受信室電気錠取設工事		運交金-放射セ-加速器安全(J)-出入管理システム維持		0		0		107,946		つくばキーセンター　澤邉久輝		A0D11JA01186F		A15029803		A15029803		12/3/15		随意契約		1/21/16		中島　幸一郎		佐波　俊哉		1/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟陽電子ビーム実験準備室等改修工事		共同研-加七-15C217 トヤマ・小林-研究費		0		0		1,868,400		（株）塚本建装		C1C27A217056F		A15023183		A15023183		10/30/15		随意契約		12/9/15		佐藤　正和		小林　幸則		11/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟陽電子ビーム実験準備室入口遮蔽扉通電工事		共同研-加七-15C217 トヤマ・小林-研究費		0		0		410,400		技研興業(株)テクノシールド事業本部		C1C27A217056F		A15023182		A15023182		11/5/15		随意契約		12/16/15		佐藤　正和		小林　幸則		12/18/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員会館２Ｆ会議室アルミ面格子取設工事		雑収入-機構共通-育児支援室経費(科間･K裁量)-物件費		0		0		241,920		ツクバメンテナンス（株）		CCE51AkT1106F		A15037018		A15037018		2/8/16		随意契約		3/15/16		佐藤　正和		千田　英雄		3/15/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研（東海）放射化物保管庫新営その他工事　他7件		施設整備-施設部-[東海]基幹・環境整備-施設整備費		0		0		414,720				E0E31A210016F		0000465531-04				3/15/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・３Ｃ搬入棟等便所改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		2,559,600		（株）近藤工務店		E0E31A110016F		A15007333		A15007333		5/29/15		一般競争契約		8/25/15		佐藤　正和		松本　利男		8/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・３Ｃ搬入棟等便所改修電気設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		616,680		（株）須藤電気商会		E0E31A110016F		A15007337		A15007337		5/29/15		随意契約		8/28/15		中島　幸一郎		伊藤　博		8/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネルギーセンター配管架台塗装改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		4,587,840		（株）塚本建装		E0E31A110016F		A15008727		A15008727		7/8/15		一般競争契約		11/30/15		佐藤　正和		玉盛　絵里香		11/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館地下１階００６室スクラバー用電源取設工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		162,540		金沢産業（株）		E0E31A110016F		A15016453		A15016453		8/24/15		随意契約		10/21/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		10/16/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギーセンター配管架台鉄骨改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		425,520		（株）塚本建装		E0E31A110016F		A15027111		A15027111		11/17/15		随意契約		11/30/15		中島　幸一郎		鷺森　航太		11/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		【本勘定振替】高エネ研MR・D2電源棟等屋上防水改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		12,895,200				E0E31A110016F		450523				11/27/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研（東海）ハドロン実験準備棟増築電気設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		676,080				E0E31A110016F		451837				12/3/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１電源棟等女子便所取設電気設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		959,040		（株）須藤電気商会		E0E31A110016F		A15028664		A15028664		12/4/15		随意契約		2/26/16		中島　幸一郎		伊藤　博		2/26/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１１電源棟女子便所取設電気設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		234,360		（株）須藤電気商会		E0E31A110016F		A15030294		A15030294		12/11/15		随意契約		2/26/16		中島　幸一郎		伊藤　博		2/26/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館展望台屋上防水改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		1,913,340		水戸屋建設(株)		E0E31A110016F		A15032929				12/18/15		随意契約		2/1/16		中島　幸一郎		鷺森　航太		2/26/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		【本勘定振替】高エネ研ＭＲ・Ｄ１電源棟等女子便所取設機械設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		2,594,160		（有）佐藤管理工業		E0E31A110016F		461918				2/26/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研ＭＲ・Ｄ１１電源棟女子便所取設機械設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		33,480		（有）佐藤管理工業		E0E31A110016F		462094				2/26/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D4電源棟等女子便所取設電気設備工事		受託研費-機構共通-KEKB女子トイレ経費(間接･K裁量)-工事費		0		0		466,560		（株）須藤電気商会		C2E51AkT6106F		A15018844		A15018844		10/26/15		随意契約		1/29/16		中島　幸一郎		板山　裕之		1/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研MR・D4電源棟等女子便所取設機械設備工事		受託研費-機構共通-KEKB女子トイレ経費(間接･K裁量)-工事費		0		0		752,760		（株）楠原管工業		C2E51AkT6106F		458550				2/1/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）1号館３階男子トイレ鍵補修工事		受託研費-機構共通-東海C運営費(間接)-物件費		0		0		13,500		ツクバメンテナンス（株）		C2E51Ak20106F		A15029894		A15029894		12/11/15		随意契約		2/25/16		中島　幸一郎		山口　陽		2/23/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟風除室火災報知器取設工事		受託研費-機構共通-東海C運営費(間接)-物件費		0		0		249,480		能美防災(株) 茨城支社		C2E51Ak20106F		A15034838		A15034838		1/22/16		随意契約		3/23/16		中島　幸一郎		山口　陽		3/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研周回道路（ＭＲ・9ＳＭ5補助機械棟付近）補修工事		受託研費-施設部-構内道路･標示補修(間接･K裁量)-事業費		0		0		496,800		（株）ミヤモト開発		C2E31AkT3106F		A15011561		A15011561		6/29/15		随意契約		8/27/15		佐藤　正和		髙橋　誠		9/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟クリーンルーム用電源取設工事		受託研費-先端-国際科学ｲﾉﾍﾞ拠点(間接・K裁量)-事業費		0		0		751,680		メイデン（株）		C2EAAAkT7106F		A15012045		A15012045		7/8/15		随意契約		8/24/15		佐藤　正和		道園　真一郎		8/21/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ実験準備棟光学素子評価室外壁補修工事		受託研費-放二-間接・SIP[木村]-設備費		0		0		133,920		柳澤工業（株）		C2B12Ak01016F		A15012219		A15012219		6/16/15		随意契約		7/24/15		佐藤　正和		丹羽　尉博		7/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ実験準備棟光学素子評価室実験盤GG-EX-3ブレーカー取設工事		受託研費-放二-間接・SIP[木村]-設備費		0		0		20,520		メイデン（株）		C2B12Ak01016F		A15012562		A15012562		7/10/15		随意契約		8/11/15		佐藤　正和		武市　泰男		8/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟地下１階電灯配線改修工事		受託研費-放二-間接・SIP[木村]-設備費		0		0		551,880		（有）信濃電設		C2B12Ak01016F		A15019765		A15019765		9/14/15		随意契約		10/30/15		佐藤　正和		木村　正雄		10/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟4階413号室等電話回線設置その他工事		収見合-管理局-企画課-物件費		95,040		0		0		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A1E41SA73106F		A15043157		A15044124		3/17/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/31/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟4階413号室等電話回線設置その他工事		収見合-管理局-企画課-物件費		0		0		95,040		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A1E41SA73106F		A15044124				3/17/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/31/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設１号棟３階男子便所大便器ボールタップ取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		28,620		（有）佐藤管理工業		A1E51SA20506F		A15001196		A15001196		4/2/15		随意契約		5/7/15		中島　幸一郎		吉原　裕一		5/15/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟等便所大便器ボールタップ他取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		433,080		（有）佐藤管理工業		A1E51SA20506F		A15006205		A15006205		5/21/15		随意契約		6/22/15		中島　幸一郎		吉原　裕一		6/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホール等誘導灯他取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		31,320		（有）信濃電設		A1E51SA20506F		A15008613				6/5/15		随意契約		8/3/15		中島　幸一郎		伊藤　博		7/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟等鋼製建具改修その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		447,120		(株)山三		A1E51SA20506F		A15011511		A15011511		6/23/15		随意契約		9/25/15		中島　幸一郎		吉原　裕一		9/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設A号棟屋外ブラケット灯取替その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		49,140		0		0		（有）森田電気商会		A1E51SA20506F		A15017305		A15018744		8/26/15		随意契約		9/7/15		中島　幸一郎		塚本　智		9/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ａ号棟屋外ブラケット灯取替その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		49,140		（有）森田電気商会		A1E51SA20506F		A15018744				8/26/15		随意契約		9/7/15		中島　幸一郎		塚本　智		9/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設B号棟104室換気扇取替その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		28,080		0		0		（有）森田電気商会		A1E51SA20506F		A15023806		A15025755		10/23/15		随意契約		11/5/15		中島　幸一郎		塚本　智		11/6/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設B号棟104室換気扇取替その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		28,080		（有）森田電気商会		A1E51SA20506F		A15025755				10/23/15		随意契約		11/5/15		中島　幸一郎		塚本　智		11/6/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館等誘導灯その他取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		93,960		0		0		（有）森田電気商会		A1E51SA20506F		A15028472		A15029931		11/30/15		随意契約		12/25/15		中島　幸一郎		吉原　裕一		1/15/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館等誘導灯その他取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		93,960		（有）森田電気商会		A1E51SA20506F		A15029931				11/30/15		随意契約		12/25/15		中島　幸一郎		吉原　裕一		1/15/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設４号棟３階女子浴室鋼製建具改修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		235,656		(株)山三		A1E51SA20506F		A15030014		A15030014		12/7/15		随意契約		2/18/16		中島　幸一郎		吉原　裕一		3/15/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設２号棟廊下等床改修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		2,235,600		（株）近藤工務店		A1E51SA20506F		A15029756		A15029756		12/25/15		随意契約		3/4/16		佐藤　正和		吉原　裕一		3/4/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟EXP.J部床補修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		54,000		ツクバメンテナンス（株）		A1E51SA20506F		A15029755		A15029755		12/17/15		随意契約		2/1/16		中島　幸一郎		吉原　裕一		1/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設４号棟３０３室ユニットバス換気扇取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		31,860		（有）佐藤管理工業		A1E51SA20506F		A15032691		A15032691		12/21/15		随意契約		1/21/16		中島　幸一郎		吉原　裕一		1/25/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設C号棟101室パイプスペース扉補修その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		62,640		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		A1E51SA20506F		A15033811		A15033811		1/13/16		随意契約		2/25/16		中島　幸一郎		吉原　裕一		2/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設C号棟１０１室等コンセント取替その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		32,400		メイデン（株）		A1E51SA20506F		A15035745		A15035745		2/2/16		随意契約		2/16/16		佐藤　正和		吉原　裕一		2/19/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟等自販機用コンセント取設その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		259,200		メイデン（株）		A1E51SA20506F		A15038549		A15038549		2/18/16		随意契約		3/23/16		中島　幸一郎		吉原　裕一		3/31/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設213号室壁補修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		43,200		東康建設工業（株）		A1E51SA21106F		A15003746		A15003746		5/1/15		随意契約		5/20/15		中島　幸一郎		榎　香織		6/10/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設304号室アルミサッシ調整器取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		49,680		東康建設工業（株）		A1E51SA21106F		A15017730		A15017730		8/17/15		随意契約		9/3/15		佐藤　正和		塙　正広		9/18/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目住宅806号棟屋上防水補修工事		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		982,800		水戸屋建設(株)		A1E51SA70106F		A15042067		A15042067		3/15/16		随意契約		3/31/16		齋木　武		齋木　武		3/31/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟職員宿舎内装補修修繕		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		700,920		（株）塚本建装		A1E51SA70106F		A15042008		A15042008		3/15/16		随意契約		3/29/16		齋木　武		齋木　武		3/31/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-102職員宿舎		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		901,044		（有）三田建設工業		A1E51SA70106F		A15042016		A15042016		3/16/16		随意契約		3/25/16		齋木　武		齋木　武		3/25/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目住宅807号棟機械室屋上防水改修工事		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		950,400		水戸屋建設(株)		A1E51SA70106F		A15042289		A15042289		3/16/16		随意契約		3/31/16		齋木　武		齋木　武		3/31/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-205他２室宿舎修繕		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		601,668		（有）三田建設工業		A1E51SA70106F		A15042018		A15042018		3/15/16		随意契約		3/25/16		齋木　武		齋木　武		3/25/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703-201宿舎修繕		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		330,912		（有）三田建設工業		A1E51SA70106F		A15042022		A15042022		3/17/16		随意契約		3/25/16		齋木　武		齋木　武		3/25/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟宿舎修繕		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		6,966		（有）三田建設工業		A1E51SA70106F		A15043196		A15043196		3/17/16		随意契約		3/18/16		齋木　武		齋木　武		3/25/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		【本勘定振替】高エネ研３号館外壁改修工事		収見合-施設部-3号館外壁改修(K裁量)-工事費		0		0		8,586,000				A1E31SAT6106F		462651				2/26/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター展示ホール照明設備改修工事		収見合-施設部-エコアイデア(K裁量)-事業費		0		0		1,470,960		（有）信濃電設		A1E31SAT3106F		A15023444		A15023444		10/15/15		随意契約		1/8/16		佐藤　正和		氏家　和輝		1/8/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟等内装改修工事		収見合-施設部-タイ王女来訪(K裁量)-事業費		0		0		448,200		（株）近藤工務店		A1E31SAT2106F		A15000557		A15000557		4/8/15		随意契約		4/30/15		中島　幸一郎		玉盛　絵里香		4/24/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟男子便所等洗浄便座他取替		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		248,400		（株）エムエス　つくば営業所		A1E31SA70306F		A15041786		A15041786		3/1/16		随意契約		3/17/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		3/25/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設４号棟１０７室等ルームエアコン取替工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		939,600		（株）筑波テクノス		A1E31SA70306F		A15041431		A15041431		3/1/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設３号棟１０６室等ルームエアコン取替工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		648,000		カンキ工業（有）		A1E31SA70306F		A15041427		A15041427		3/1/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館１階談話ホール空調機取替工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		918,000		（株）筑波テクノス		A1E31SA70306F		A15041709		A15041709		3/7/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研4号館3階男子便所洗浄便座取替		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		70,470		(株)LIXILトータルサービス　北関東支店　北関東営業所		A1E31SA70306F		A15041788		A15041788		3/1/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		3/23/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館１階便所等手洗器自動水栓取替工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		978,000		（有）佐藤管理工業		A1E31SA70306F		A15043207		A15043207		3/9/16		随意契約		3/23/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/30/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館ガスヒートポンプ空調機（ＧＨＰ－２０８）他修理		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		242,028		東京ガス（株）つくば支社		A1E31SA70306F		A15043250		A15043250		3/16/16		随意契約		3/28/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館7階湯沸し室流し台取設その他工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		278,640		（株）近藤工務店		A1E31SA70106F		A15041749		A15041749		3/4/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		府川　薫		3/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研2号館ペントハウス屋上防水改修工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		874,800		水戸屋建設(株)		A1E31SA70106F		A15041659		A15041659		2/26/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		鷺森　航太		3/25/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟ロッカー室外壁クラック補修工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		972,000		水戸屋建設(株)		A1E31SA70106F		A15041665		A15041665		3/7/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		鷺森　航太		3/28/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟会議室1防水補修工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		993,600		水戸屋建設(株)		A1E31SA70106F		A15041666		A15041666		2/2/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		鷺森　航太		3/23/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS地区共同溝通気管塗装工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		993,600		（株）神山		A1E31SA70106F		A15041760		A15041760		3/3/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		府川　薫		3/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１工作棟打合せ室ガラス交換工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		17,280		(株)山三		A1E31SA70106F		A15043302		A15043302		3/17/16		随意契約		3/28/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/29/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF研究棟1階ピロティ他照明器具取替工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-電気		0		0		680,400		メイデン（株）		A1E31SA70206F		A15042183		A15042183		3/8/16		随意契約		3/22/16		佐藤　正和		瀬谷　憲明		3/31/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF実験準備棟109室内装その他改修工事		収見合-放一・二-施設利用料-BL_2		0		0		820,800		（株）高田工務店		A1B10SA01146F		A15006284		A15006284		5/20/15		随意契約		6/29/15		佐藤　正和		組頭　広志		7/3/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ実験準備棟光学素子評価室鋼製建具改修工事		収見合-放一・二-施設利用料-XAFS		0		0		255,420		(株)山三		A1B10SA01156F		A15009044		A15009044		6/5/15		随意契約		8/26/15		中島　幸一郎		仁谷　浩明		8/26/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟２階ホール排煙窓改修工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		847,800		(株)山三		A1B10SA01106F		A15007292		A15007292		5/26/15		随意契約		8/21/15		中島　幸一郎		足立　伸一		8/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟２階ホール北側壁改修工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		982,800		（株）近藤工務店		A1B10SA01106F		A15009810		A15009810		5/25/15		随意契約		7/21/15		中島　幸一郎		足立　伸一		7/17/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟２階実験室等雨漏り補修工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		918,000		水戸屋建設(株)		A1B10SA01106F		A15036882		A15036882		2/1/16		随意契約		2/22/16		佐藤　正和		足立　伸一		2/19/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟等自動販売機用屋外コンセント取設工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		102,600		0		0		メイデン（株）		A1B10SA01106F		A15037497		A15040734		2/12/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟等自動販売機用屋外コンセント取設工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		102,600		メイデン（株）		A1B10SA01106F		A15040734				2/12/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF実験準備棟実験準備ホール雨漏り補修工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		183,600		水戸屋建設(株)		A1B10SA01106F		A15035861		A15035861		2/5/16		随意契約		3/4/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/4/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホールＫ１．８ＢＲ検出器テントハウス火災報知器取設工事		先端研究推進費-J-PARC-K1.8-物件費(J推)		0		0		363,960		西山電気（株）		I1F01JAAd106F		A15016935		A15016935		8/26/15		随意契約		9/30/15		佐藤　正和		高橋　俊行		9/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第1電源棟電動シャッター修繕工事		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-シスコミ(J推)		0		0		48,600		東康建設工業（株）		I1F01JAC1146F		A15017807		A15017807		8/26/15		随意契約		9/3/15		佐藤　正和		久保田　親		10/16/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟計算機室放射線管理サーバー用分電盤取設工事		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-制御(J推)		0		0		334,800		西山電気（株）		I1F01JAC1226F		A15008125		A15008125		6/5/15		随意契約		7/21/15		中島　幸一郎		山本　昇		7/24/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟等実験盤改修工事		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-電磁石(J推)		0		0		507,924		（株）国分電機		I1F01JAC1186F		A15011871				6/29/15		随意契約		9/14/15		中島　幸一郎		石井　恒次		9/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟等実験盤改修工事		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-入出射(J推)		0		0		312,876		（株）国分電機		I1F01JAC1126F		A15011871				6/29/15		随意契約		9/14/15		中島　幸一郎		石井　恒次		9/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研物理共通小実験準備棟シャッター改修工事		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・ν生成(J推)		0		0		127,440		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		I1F01JAAa126F		A15012091		A15012091		8/3/15		随意契約		9/8/15		中島　幸一郎		関口　哲郎		9/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュ-トリノ第3設備棟中間冷却水補給水管逆止弁取設工事		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・二次ライン(J推)		0		0		498,960		第一鉄工(株)		I1F01JAAa106F		A15000185		A15000185		4/1/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		山田　善一		5/20/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュ-トリノタ－ゲットステ－ション棟自動制御盤内リセットスイッチ取設工事		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・二次ライン(J推)		0		0		194,400		日本電技（株）つくば支店		I1F01JAAa106F		A15000184		A15000184		4/2/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		山田　善一		5/20/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟１階階段室内壁補修工事		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・放射線・安全(J推)		0		0		945,000		水戸屋建設(株)		I1F01JAAa386F		A15031808		A15031808		12/7/15		随意契約		2/2/16		佐藤　正和		塚本　敏文		2/5/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟東側外壁補修工事		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・放射線・安全(J推)		0		0		2,376,000		水戸屋建設(株)		I1F01JAAa386F		A15031806		A15031806		12/9/15		随意契約		2/1/16		佐藤　正和		塚本　敏文		2/12/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号テント倉庫外壁補修工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		168,480		太陽工業(株)　（千葉市）		I1F01JAAb106F		A15003714		A15003714		4/30/15		随意契約		5/26/15		中島　幸一郎		広瀬　恵理奈		6/19/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟サブトンネル内ＰＷ３水抜き配管改修工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		367,200		第一鉄工(株)		I1F01JAAb106F		A15014389		A15014389		7/23/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		髙橋　仁		8/21/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１、第２機械棟止水用アングル取設工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		248,400		東康建設工業（株）		I1F01JAAb106F		A15014546		A15014546		7/27/15		随意契約		9/3/15		中島　幸一郎		髙橋　仁		9/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール等屋外スピーカ取設工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		530,280		西山電気（株）		I1F01JAAb106F		A15029851		A15029851		12/16/15		随意契約		2/18/16		佐藤　正和		髙橋　仁		2/26/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール搬入口等照明器具取設工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		493,560		狩谷電機(株)		I1F01JAAb106F		A15030872		A15030872		1/25/16		随意契約		3/23/16		佐藤　正和		髙橋　仁		3/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂特高変電所クライストロン用高圧ケーブル改修工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-KEKB共通(B推)		0		0		3,564,000		（株）協和エレックス		I1C28BA01106F		A15007673		A15007673		7/17/15		一般競争契約		9/15/15		佐藤　正和		渡邉　謙		9/11/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＤＲ電源棟電源室電磁石用電源取設工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-マグネット(B推)		0		0		99,360		メイデン（株）		I1C28BA01146F		A15019468		A15019468		10/5/15		随意契約		12/25/15		佐藤　正和		原田　健太郎		12/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ東・西実験棟便所壁改修工事		先端研究推進費-加七-光源運転経費-光源第5グループ(PF推)		0		0		421,200		（株）近藤工務店		I1C27PA03106F		A15018386		A15018386		10/9/15		随意契約		11/6/15		中島　幸一郎		長橋　進也		11/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ実験準備棟屋上防水補修工事		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用-共通(PF推)		0		0		993,600		水戸屋建設(株)		I1B10PA02846F		A15021790		A15021790		10/1/15		随意契約		10/9/15		佐藤　正和		足立　伸一		10/16/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ実験準備棟実験準備ホール一部天井補修工事		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用-共通(PF推)		0		0		194,400		（株）近藤工務店		I1B10PA02846F		A15026572		A15026572		11/9/15		随意契約		12/17/15		中島　幸一郎		足立　伸一		12/21/15

		①		建物		高エネ研計算機南棟運用管理室等間仕切壁取設工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		1,760,400		ツクバメンテナンス（株）		A0D12SA081102		A15023211		A15023211		10/30/15		随意契約		12/11/15		佐藤　正和		柿原　春美		12/11/15

		①		建物		高エネ研管理棟更衣室耐震補強工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		604,800		（株）近藤工務店		A0E31SA811002		A15000556		A15000556		4/22/15		随意契約		6/9/15		中島　幸一郎		玉盛　絵里香		6/12/15

		①		建物		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟１階データコントロール室床等改修工事		運交金-放一・二-施設利用料(一般)-放射光		0		0		1,890,000		ツクバメンテナンス（株）		A0B10SA111002		A15024698		A15024698		11/10/15		随意契約		1/8/16		中島　幸一郎		足立　伸一		1/8/16

		①		建設仮		高エネ研DR電源棟電源室高周波実験盤（１）移設工事		その他補助金等-加三・四-15s01 設備整備費･SKEKB[26補正]-大電力高周波移設及び調整		0		0		81,000		メイデン（株）		I0C28As011411		A15027910		A15027910		11/24/15		随意契約		12/11/15		中島　幸一郎		渡邉　謙		12/11/15

		①		建設仮		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟地下１階改修工事		受託研費-放二-14D31 産総研･SIP先端計測･木村-設備費		0		0		1,836,000		（株）市村工務店		C2B126D3a0111		A15031022		A15031022		2/23/16		一般競争契約		3/25/16		佐藤　正和		木村　正雄		3/31/16

		①		移設撤去		【本勘定振替】高エネ研（吾妻）805号棟風呂釜等取替工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		659,880		カンキ工業（有）		A0E51SA511090		456132				1/14/16

		①		移設撤去		高エネ研ERL開発棟天井断熱材撤去工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		133,920		高橋興業（株）		A0E31SA811090		A15018428		A15018428		8/31/15		随意契約		9/25/15		佐藤　正和		峯　秀介		9/25/15

		①		移設撤去		高エネ研（東海）中央制御棟東側外壁タイル撤去工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		208,440		東康建設工業（株）		A0E31SA821090		A15038163		A15038163		2/3/16		随意契約		3/10/16		佐藤　正和		髙橋　誠		3/10/16

		①		移設撤去		【資産振替】高エネ研第２低温棟冷却水ポンプ（Ｐ‐１７）取替他工事　他1件		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-冷凍機維持経費		0		0		125,280				A0D13SA091090		462806				2/29/16

		①		移設撤去		【本勘定振替】高エネ研ＭＲ・Ｄ１電源棟等女子便所取設機械設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		159,840		（有）佐藤管理工業		E0E31A1100190		461918				2/26/16

		①		移設撤去		【資産振替】高エネ研ＭＲ・Ｄ１１電源棟女子便所取設機械設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		59,400		（有）佐藤管理工業		E0E31A1100190		462094				2/26/16

		①		移設撤去		【資産振替】高エネ研MR・D4電源棟等女子便所取設機械設備工事		受託研費-機構共通-KEKB女子トイレ経費(間接･K裁量)-工事費		0		0		111,240		（株）楠原管工業		C2E51AkT61090		458550				2/1/16

		①		移設撤去		【資産振替修正】高エネ研MR・D4電源棟等女子便所取設工事		受託研費-機構共通-KEKB女子トイレ経費(間接･K裁量)-工事費		0		0		117,720				C2E51AkT61090		462708				2/1/16

		①		移設撤去		高エネ研構内既存看板撤去その他工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		594,000		古谷建設（株）		A1E31SA701090		A15042658		A15042658		3/10/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/29/16

		①		移設撤去		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟フィルターユニット（AFU-NM3-3）移設工事		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・二次ライン(J推)		0		0		976,320		（株）サンプラント		I1F01JAAa1090		A15014812		A15014812		7/28/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		石田　卓		8/26/15

		①		移設撤去		高エネ研ＰＦ実験準備棟実験準備ホール天井材一部撤去工事		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用-共通(PF推)		0		0		151,200		（株）近藤工務店		I1B10PA028490		A15021788		A15021788		9/28/15		随意契約		10/2/15		佐藤　正和		足立　伸一		10/2/15

		①		その他修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ5電源棟クリーンルーム照明スイッチ改修その他工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		5,400		0		0		（株）須藤電気商会		A0D14SA0b106I		A15007868		A15012063		7/3/15		随意契約		7/31/15		中島　幸一郎		山中　将		7/31/15

		①		修繕費		高エネ研筑波実験棟排水ポンプレベルレギュレーター交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		356,400		高橋興業（株）		A0E31BPA12064		A15004712		A15004712		5/11/15		随意契約		5/27/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		5/25/15

		①修繕費合計（一般） シュウゼンヒ ゴウケイ												293,955,416



		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ地区等サブ変電所改修その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		876,960		（有）森田電気商会		A0E31BPA1106F		A15011085		A15011085		6/29/15		随意契約		8/25/15		中島　幸一郎		塚本　智		8/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢ地区等サブ変電所改修その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		957,960		（有）信濃電設		A0E31BPA1106F		A15012034		A15012034		7/6/15		随意契約		8/24/15		中島　幸一郎		塚本　智		8/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＲＩ排水処理施設排水管漏水修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		97,200		（有）佐藤管理工業		A0E31BPA1206F		A15004758		A15004758		5/12/15		随意契約		5/20/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		5/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ西実験棟空冷チラー（ＣＨ－１）三方弁他交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,484,000		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BPA1206F		A15013664		A15013664		8/3/15		随意契約		9/30/15		佐藤　正和		小川　一弘		9/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKB西トンネル等ED排水ポンプ（WT-EDP-1,2）他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		440,100		（有）佐藤管理工業		A0E31BPA1206F		A15018343		A15018343		8/28/15		随意契約		9/29/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/2/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験棟等クレーンパイロットランプ交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		464,400		コネクレーンズ（株）		A0E31BPA1206F		A15025005		A15025005		10/29/15		随意契約		12/1/15		中島　幸一郎		小川　一弘		11/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟等実験廃液貯留槽改修工事		運交金-施設部-廃液貯留槽等改修(M裁量)-工事費		0		0		27,864,000		カンキ工業（有）		A0E31SA01106F		A15000628		A15000628		4/8/15		一般競争契約		6/29/15		佐藤　正和		鈴木　久		6/30/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟等実験廃液配管改修工事		運交金-施設部-廃液貯留槽等改修(M裁量)-工事費		0		0		1,296,000		カンキ工業（有）		A0E31SA01106F		A15011752		A15011752		6/29/15		随意契約		7/31/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		7/31/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研サブ変電所S-29屋外キュービクル式配電盤用基礎廻りコンクリート打設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		421,200		（株）市村工務店		A0E31SA81206F		A15021669		A15021669		10/14/15		随意契約		12/1/15		中島　幸一郎		塚本　智		11/27/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ニュートリノ電源棟サブ変電所S-24非常動力用変圧器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		848,880		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15030566		A15030566		12/18/15		随意契約		1/21/16		中島　幸一郎		塚本　智		1/22/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第３機械棟等チリングユニット（RR-M3-1-1）他部品取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		276,480		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SA82306F		A15029047		A15029047		11/13/15		随意契約		1/7/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		12/28/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）50GeV変電所屋外ヤード交流フィルタ設備共振リアクトル塗装工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		969,300		金沢産業（株）		A0F01JAE2206F		A15034278		A15034278		1/19/16		随意契約		3/23/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/18/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海）ハドロンスイッチヤードクレーン（Ｎｏ．３・４）用電磁接触器取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		264,600		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2306F		A15015627		A15015627		7/31/15		随意契約		9/30/15		中島　幸一郎		髙巣　友和		9/25/15

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ・第２機械棟空冷チラー（RR-M2-1-1）No.1圧縮機他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		2,743,200		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JAE2306F		A15027136		A15027136		12/1/15		随意契約		3/25/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/25/16

		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟ローリー排水接続口移設工事		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・二次ライン(J推)		0		0		2,214,000		（株）サンプラント		I1F01JAAa106F		A15018705		A15018705		9/18/15		随意契約		11/5/15		佐藤　正和		大山　雄一		10/30/15

		①		備品費		高エネ研サブ変電所S-7電力量計測ユニット取設工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		660,960		（有）信濃電設		A0E31BPA11047		A15005459		A15005459		5/19/15		随意契約		8/24/15		中島　幸一郎		塚本　智		8/21/15

		①		機械装置		高エネ研第２低温棟実験室天井クレーン運転操作器無線化工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		999,000		（株）神内電機製作所		A0D13SA091205		A15015516		A15015516		10/28/15		随意契約		12/25/15		中島　幸一郎		中本　建志		12/25/15

		①		機械装置		高エネ研第１低温棟実験室天井クレーン運転操作器無線化工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		993,600		（株）神内電機製作所		A0D13SA091205		A15026135		A15026135		11/20/15		随意契約		1/22/16		中島　幸一郎		中本　建志		1/22/16

		①		他委託		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟15ｔクレーンリミットストライカー移設		受託研費-先端-国際科学ｲﾉﾍﾞ拠点(間接・K裁量)-事業費		0		0		950,400		㈱日立プラントメカニクス関東支店		C2EAAAkT71078		A15012000		A15012000		7/3/15		随意契約		7/31/15		佐藤　正和		早野　仁司		7/31/15

		①修繕費合計（特殊） シュウゼンヒ ゴウケイ												45,822,240



				他委託		高エネ研冷温水発生器等ばい煙測定		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		596,160		（株）飯塚		A0E31BPA12078		A15000430		A15000430		4/1/15		随意契約		3/30/16		中島　幸一郎		鈴木　久		3/31/16

				他委託		高エネ研ＰＦエネルギーセンター他水冷式冷却塔冷却水水質検査		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		313,200		平成理研（株）茨城営業所		A0E31BPA12078		A15022840		A15022840		9/18/15		随意契約		11/6/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		11/6/15

				他委託		高エネ研富士実験棟機械室純水ポンプ（FM-PWP-2-2）分解調査		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		999,000		㈱荏原製作所　つくば営業所		A0E31BPA12078		A15026108		A15026108		11/5/15		随意契約		1/22/16		中島　幸一郎		清岡　翔吾		1/22/16

				他委託		高エネ研筑波・日光地区雨水配管調査業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		339,120		高橋興業（株）		A0E31SA811078		A15034787		A15034787		1/21/16		随意契約		2/5/16		佐藤　正和		峯　秀介		2/5/16

				他委託		高エネ研構内防災監視システム装置障害対応業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		70,200		㈱富士通マーケティング		A0E31SA812078		A15032799		A15032799		1/7/16		随意契約		1/15/16		佐藤　正和		瀬谷　憲明		1/15/16

				他委託		高エネ研管理棟２階打ち合わせ室等電話回線移設他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		30,888		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E31SA812078		A15035395				1/21/16		随意契約		1/29/16		中島　幸一郎		海老沢　明世		1/29/16

				他委託		高エネ研構内防災監視システム装置障害対応業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		68,040		㈱富士通マーケティング		A0E31SA812078		A15039360		A15039360		3/1/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		瀬谷　憲明		3/18/16

				他委託		高エネ研専用水道等水質検査業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		560,520		平成理研（株）茨城営業所		A0E31SA813078		A15000437		A15000437		4/1/15		随意契約		3/29/16		中島　幸一郎		鈴木　久		3/31/16

				他委託		高エネ研化学実験棟パッケージ形空調機ＰＡＣ－２，３冷媒回収		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		95,040		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SA813078		A15021190		A15021190		9/28/15		随意契約		10/9/15		佐藤　正和		小川　一弘		10/9/15

				他委託		高エネ研管理棟２階打ち合わせ室等電話回線移設他		運交金-管理局-総務課(一般)-物件費		0		0		15,444		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E41SA011078		A15035395				1/21/16		随意契約		1/29/16		中島　幸一郎		海老沢　明世		1/29/16

				他委託		高エネ研（東海）中央制御棟等仮設発電機運転業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		664,524		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE22078		A15008514		A15008514		6/9/15		随意契約		7/21/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		7/17/15

				他委託		高エネ研（東海）中央制御棟Ｊ－ＰＡＲＣ防災監視装置データ改修		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		4,752,000		㈱富士通マーケティング		A0F01JAE22078		A15001315		A15001315		5/8/15		随意契約		7/31/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		7/31/15

				他委託		高エネ研（東海）構内PHS設定		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		107,460		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）		A0F01JAE22078		A15021721		A15021721		10/1/15		随意契約		10/16/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		10/16/15

				他委託		高エネ研（東海）中央制御棟中央監視制御装置監視端末不良調査		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		216,000		(株)日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部産業ソリューション営業本部		A0F01JAE22078		A15034282		A15034282		1/20/16		随意契約		2/12/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		2/12/16

				他委託		高エネ研（東海）ハドロン第１電源棟等漏電調査その他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		31,644		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE22078		A15039890		A15039890		2/25/16		随意契約		3/14/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/11/16

				他委託		高エネ研（東海）構内PHS設定他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		46,440		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）		A0F01JAE22078		A15039903		A15039903		2/25/16		随意契約		3/11/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/10/16

				他委託		高エネ研(東海）ハドロン実験ホール風量調査		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		540,000		第一鉄工(株)		A0F01JAE23078		A15002883		A15002883		4/27/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		髙巣　友和		5/29/15

				他委託		高エネ研構内建物標示看板更新その他業務		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		957,420		松枝印刷（株）		A1E31SA701078		A15041793		A15041793		2/24/16		随意契約		3/30/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/30/16

				他委託		高エネ研キャンパスマップ看板更新その他業務		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		353,160		松枝印刷（株）		A1E31SA701078		A15041803		A15041803		3/4/16		随意契約		3/30/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/30/16

				他委託		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟等排水管調査		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		972,000		（有）佐藤管理工業		A1E51SA205078		A15006208		A15006208		5/21/15		随意契約		8/6/15		中島　幸一郎		吉原　裕一		7/31/15

				他委託		高エネ研構内案内標識更新		その他補助金等-機構共通-15H07 研究大学強化促進費-雑役務費[戦略推進部]		0		0		959,580		松枝印刷（株）		I0E51AH076678		A15035913		A15035913		1/21/16		随意契約		3/7/16		佐藤　正和		佐藤　尚美		3/10/16

				他委託		高エネ研（東海）ＭＲトンネル内差圧制御調整作業		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-シスコミ(J推)		0		0		486,000		日本電技（株）つくば支店		I1F01JAC11478		A15018491		A15018491		9/8/15		随意契約		11/5/15		佐藤　正和		仁木　和昭		10/23/15

				他委託		高エネ研偏極陽子機械棟Ｐ－２４系統純水冷却水水張り調整		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-電磁石(J推)		0		0		48,600		高橋興業（株）		I1F01JAC11878		A15005703		A15005703		5/12/15		随意契約		6/15/15		中島　幸一郎		森田　裕一		6/15/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂コンプレッサー棟水冷式冷却塔他清掃		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		0		0		30,240		高橋興業（株）		A0C01SA06106B		A15012824		A15012824		7/15/15		随意契約		8/10/15		中島　幸一郎		山口　誠哉		8/21/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区中央監視装置点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		3,153,600		東芝電機サービス(株)		A0E31BPA1106B		A15010176		A15010176		7/24/15		随意契約		10/15/15		佐藤　正和		伊藤　博		10/23/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区中央監視装置点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		6,534,000		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		A0E31BPA1106B		A15010178		A15010178		7/24/15		一般競争契約		10/23/15		中島　幸一郎		伊藤　博		10/23/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研３号館６階給湯室配線用遮断器トリップ調査その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		371,520		高橋興業（株）		A0E31BPA1106B		A15033922		A15033922		1/18/16		随意契約		2/12/16		佐藤　正和		塚本　智		2/12/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研４号館ガスヒートポンプ空調設備保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,825,200		東京ガス（株）つくば支社		A0E31BPA1206B		A15000411		A15000411		4/1/15		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研純水製造装置（FM-PWU-2）保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		833,760		三浦工業（株）土浦営業所		A0E31BPA1206B		A15000427		A15000427		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		鈴木　久		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研純水製造装置（FM-PWU-1）保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		831,600		平成理研（株）		A0E31BPA1206B		A15000420		A15000420		4/1/15		随意契約		3/29/16		中島　幸一郎		鈴木　久		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研計算機南棟空調機ドレン管清掃		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		38,880		（有）佐藤管理工業		A0E31BPA1206B		A15004224		A15004224		5/8/15		随意契約		5/22/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		5/22/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟純水ポンプ（ＦＭ－ＰＷＰ－３－１）整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		3,564,000		㈱荏原製作所　つくば営業所		A0E31BPA1206B		A15001878		A15001878		5/18/15		随意契約		6/30/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		6/30/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF電源棟等冷却塔整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,212,000		日本ビー・エー・シー（株）		A0E31BPA1206B		A15004179		A15004179		5/25/15		随意契約		10/15/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/15/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF入射器棟M0機械室等純水精製装置（PWU-C-1他）樹脂取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		421,200		ＮＥＣファシリティーズ(株)北関東ファシリティマネジメント事業部		A0E31BPA1206B		A15005160		A15005160		5/18/15		随意契約		6/22/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		6/19/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF-AR南実験棟等冷水ポンプ（AS-CWP-1）他整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		669,600		（株）増田鉄工場東京支店		A0E31BPA1206B		A15007529		A15007529		5/14/15		随意契約		7/31/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		7/31/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研M3-C系統冷却塔漏電遮断器交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		290,520		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15008649		A15008649		6/5/15		随意契約		6/22/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		6/19/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PFエネセン水冷式冷却塔（M6-CT-2-4）送風機整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		194,400		空研工業（株）東京支店		A0E31BPA1206B		A15007767		A15007767		6/4/15		随意契約		6/30/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		6/30/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光ポンプ室水冷式冷却塔（NP-CT-1）ギアードモーター整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		540,000		空研工業（株）東京支店		A0E31BPA1206B		A15009579		A15009579		6/10/15		随意契約		7/24/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		7/24/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光実験棟純水ポンプ（NM-PWP-3-3）整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		3,510,000		㈱荏原製作所　つくば営業所		A0E31BPA1206B		A15009210		A15009210		6/24/15		随意契約		10/20/15		佐藤　正和		鈴木　久		10/20/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ１１機械室等空気調和機他整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,881,600		三菱重工冷熱(株)筑波サービス営業所		A0E31BPA1206B		A15011086		A15011086		7/9/15		随意契約		10/9/15		佐藤　正和		鈴木　久		10/9/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研MR･6SM4補助機械棟空調機Vベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		201,960		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15012669		A15012669		7/3/15		随意契約		7/24/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		7/24/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区計装用空気源装置点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,596,240		共和プラント工業（株）		A0E31BPA1206B		A15013217		A15013217		7/10/15		随意契約		8/6/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		8/26/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF入射器棟等水冷式冷却塔（M3-PCT-C他）高圧洗浄作業		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		852,120		日本ビー・エー・シー（株）		A0E31BPA1206B		A15013397		A15013397		7/13/15		随意契約		9/11/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		9/11/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PFエネセン冷水ポンプ（M6-PC-2,3）整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		900,720		㈱荏原製作所　つくば営業所		A0E31BPA1206B		A15013932		A15013932		7/16/15		随意契約		9/18/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		9/18/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF入射器棟等純水精製装置（M2-PWU-B-1他）樹脂取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		670,680		ＮＥＣファシリティーズ(株)北関東ファシリティマネジメント事業部		A0E31BPA1206B		A15014569		A15014569		7/29/15		随意契約		9/4/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		9/16/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF-AR西実験棟空冷式冷却塔Vベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		63,180		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15016579		A15016579		8/3/15		随意契約		8/24/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		8/24/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２自動抽気装置点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		210,600		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31BPA1206B		A15016818		A15016818		8/17/15		随意契約		9/4/15		佐藤　正和		小川　一弘		8/31/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂実験棟機械室インバータ盤（ＣＰ－２－７）整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,946,400		（株）東邦製作所		A0E31BPA1206B		A15016238		A15016238		8/24/15		随意契約		11/4/15		佐藤　正和		丸山　雅史		10/30/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２前期点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		324,000		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31BPA1206B		A15018188		A15018188		8/26/15		随意契約		10/1/15		佐藤　正和		小川　一弘		9/30/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－４前期点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		201,960		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		A0E31BPA1206B		A15018247		A15018247		8/26/15		随意契約		10/1/15		佐藤　正和		小川　一弘		9/30/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF入射器棟M2機械室等純水ポンプ（M2-PP-C-2）他整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		799,200		（株）増田鉄工場東京支店		A0E31BPA1206B		A15017858		A15017858		7/27/15		随意契約		10/16/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		10/16/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－１，３前期点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		918,000		パナソニック産機システムズ(株)		A0E31BPA1206B		A15019323		A15019323		8/26/15		随意契約		9/30/15		佐藤　正和		小川　一弘		9/30/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂実験棟機械室純水ポンプ（ＯＭ-ＣＰ-1）用動力盤整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,356,560		（株）東邦製作所		A0E31BPA1206B		A15018527		A15018527		9/14/15		随意契約		11/20/15		佐藤　正和		丸山　雅史		11/20/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂実験棟機械室未処理水ポンプ（OM-CP-1-1）整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		586,440		（株）増田鉄工場東京支店		A0E31BPA1206B		A15019986		A15019986		9/14/15		随意契約		11/6/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		11/6/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PFエネセン冷温水発生機（RB-1）冷水用制御弁コントロールモーター取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		294,840		パナソニック産機システムズ(株)		A0E31BPA1206B		A15020928		A15020928		9/24/15		随意契約		9/25/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/9/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢコントロール棟機械室空気調和機(ＡＣ－ＡＣ－１)用軸受他交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		370,440		三菱重工冷熱(株)筑波サービス営業所		A0E31BPA1206B		A15021331		A15021331		9/29/15		随意契約		10/16/15		佐藤　正和		丸山　雅史		10/16/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研KEKB各機械室冷温水系統ストレーナースクリーン交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		152,280		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15022966		A15022966		10/5/15		随意契約		10/19/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/26/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研MR・12SM8補助機械棟空調機Vベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		62,640		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15026294		A15026294		11/9/15		随意契約		11/24/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		11/24/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－４後期点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		822,960		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		A0E31BPA1206B		A15029114		A15029114		12/1/15		随意契約		1/20/16		佐藤　正和		小川　一弘		1/22/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２高温再生器フロート弁他交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		961,200		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31BPA1206B		A15029535		A15029535		12/3/15		随意契約		1/22/16		佐藤　正和		小川　一弘		1/22/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟1階機械室空調機Ｖベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		272,160		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15029878		A15029878		12/7/15		随意契約		12/18/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		12/18/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－１冷却水系薬品洗浄他作業		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		3,240,000		パナソニック産機システムズ(株)		A0E31BPA1206B		A15030291		A15030291		12/25/15		随意契約		2/26/16		中島　幸一郎		小川　一弘		2/29/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２溶液濾過精製作業		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		626,400		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31BPA1206B		A15031892		A15031892		12/15/15		随意契約		1/22/16		佐藤　正和		小川　一弘		1/22/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－３後期点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		626,400		パナソニック産機システムズ(株)		A0E31BPA1206B		A15033068		A15033068		12/28/15		随意契約		2/2/16		中島　幸一郎		小川　一弘		1/29/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光実験棟機械室サイクリーナー（NM-AF-1）動作調整作業		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		29,700		進和テック（株）		A0E31BPA1206B		A15034126		A15034126		1/15/16		随意契約		2/1/16		中島　幸一郎		清岡　翔吾		2/12/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光ポンプ室冷凍機冷却水ポンプ水張りエアー抜き作業その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		322,920		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15037123		A15037123		2/5/16		随意契約		2/22/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		2/22/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研9M機械棟等純水精製装置（PWU-2他）樹脂取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		939,600		三浦工業（株）土浦営業所		A0E31BPA1206B		A15039921		A15039921		2/23/16		随意契約		3/15/16		中島　幸一郎		清岡　翔吾		3/15/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研3M・6M・9M・12M機械棟冷却水電磁石系統ストレーナー清掃その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		219,780		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15041162		A15041162		2/29/16		随意契約		3/14/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		3/14/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研開発共用棟2階監視盤室鋼製建具鍵交換その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		104,760		(株)山三		A0E31SA81106B		A15012331		A15012331		7/8/15		随意契約		8/27/15		佐藤　正和		峯　秀介		9/18/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電動遮蔽扉点検整備業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		875,880		（株）イトーキ　		A0E31SA81106B		A15013318		A15013318		6/26/15		随意契約		8/27/15		佐藤　正和		府川　薫		9/25/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研3号館展望台屋上防水改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		192,660		0		0		水戸屋建設(株)		A0E31SA81106B		A15031185		A15032929		12/18/15		随意契約		2/1/16		中島　幸一郎		鷺森　航太		2/26/16

		②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研4号館109室扉上部丁番不良調整その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		122,040		高橋興業（株）		A0E31SA81106B		A15041604		A15041604		2/29/16		随意契約		3/11/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/11/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		17,431,200		0		0		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SA81206B		A15000125		A15001932		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		筑波大学・高エネ研・茨城大学・筑波技術大学昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		665,928		0		0		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		A0E31SA81206B		A15000412		A15002126		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研構内電話交換機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		993,600		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E31SA81206B		A15000104		A15000104		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		塚本　智		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		17,431,200		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SA81206B		A15001932				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		6,894,720		日本エレベーター製造（株）		A0E31SA81206B		A15000144		A15000144		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研交通信号機保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		142,560		オムロンフィールドエンジニアリング（株）水戸テクノセンタ		A0E31SA81206B		A15000105		A15000105		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		塚本　智		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研放送設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		993,600		パナソニックシステムネットワークス（株）　関越社		A0E31SA81206B		A15000102		A15000102		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		塚本　智		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研出入管理設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		2,192,400		中央電子（株）　サービス事業部		A0E31SA81206B		A15000100		A15000100		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		塚本　智		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		筑波大学・高エネ研・茨城大学・筑波技術大学昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		665,928		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		A0E31SA81206B		A15002126				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＥＲＬ開発棟昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		498,960		東芝エレベータ（株）東関東支社		A0E31SA81206B		A15000154		A15000154		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		1,736,640		日本オーチス・エレベータ（株）関東支店		A0E31SA81206B		A15000151		A15000151		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研無線設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		540,000		日本テクニカル・サービス（株）東関東支社		A0E31SA81206B		A15008867		A15008867		6/9/15		随意契約		8/5/15		中島　幸一郎		氏家　和輝		8/31/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研北カウンターホール実験室高所照明設備補修		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		545,400		（有）信濃電設		A0E31SA81206B		A15018486		A15018486		9/2/15		随意契約		10/30/15		佐藤　正和		塚本　智		10/30/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端計測実験棟共同溝等ガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		169,560		光明理化学工業（株）		A0E31SA81306B		A15005671		A15005671		5/18/15		随意契約		7/27/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		9/4/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		95,040		三工サービス（株）		A0E31SA81306B		A15005665		A15005665		4/8/15		随意契約		7/10/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		8/28/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＳ地区共同溝等ガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		398,088		新コスモス電機（株）東日本支社		A0E31SA81306B		A15005668		A15005668		4/21/15		随意契約		8/19/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		9/4/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研計算機北棟男子トイレ小便器排水詰まり調査その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		75,600		高橋興業（株）		A0E31SA81306B		A15008653		A15008653		6/1/15		随意契約		6/24/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		6/24/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研３号館パッケージ形空調機（ＡＣＰ－５Ｅ）圧縮機他交換		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		946,080		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31SA81306B		A15022885		A15022885		10/8/15		随意契約		10/19/15		佐藤　正和		小川　一弘		10/19/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ニュートリノ電源棟男子トイレ清掃流し水栓交換その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		41,040		高橋興業（株）		A0E31SA81306B		A15022968		A15022968		10/1/15		随意契約		10/15/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/23/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研国際交流センター女子トイレ大便器漏水調査その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		43,200		高橋興業（株）		A0E31SA81306B		A15026297		A15026297		11/2/15		随意契約		11/17/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		11/27/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF-AR地区他屋外消火栓ホース取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		999,000		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SA81306B		A15033880		A15033880		1/12/16		随意契約		3/4/16		中島　幸一郎		清岡　翔吾		3/4/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研各所エアコンドレンパン点検作業その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		100,440		高橋興業（株）		A0E31SA81306B		A15040115		A15040115		2/22/16		随意契約		3/9/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		3/9/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		708,480		0		0		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SA82206B		A15000329		A15001389		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		708,480		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SA82206B		A15001389				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館出入管理設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		118,476		中央電子（株）　サービス事業部		A0E31SA82206B		A15000331		A15000331		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		497,664		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31SA82206B		A15000332		A15000332		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設避難はしご点検業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		52,920		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SA82206B		A15008509		A15008509		6/9/15		随意契約		3/8/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		2/26/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン南実験棟階段落下防止ネット取付作業その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		544,320		（株）アトックス　東海営業所		A0E31SA82306B		A15033327		A15033327		1/8/16		随意契約		1/19/16		佐藤　正和		礒﨑　操		1/29/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館２２１室（ACP-T1-8）空調機整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		170,640		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SA82306B		A15033199		A15033199		1/5/16		随意契約		2/4/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		1/29/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研吾妻地区宿舎昇降機設備保全業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		591,840		0		0		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		A0E51SA51106B		A15000778		A15002126		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		928,800		0		0		能美防災(株) 茨城支社		A0E51SA51106B		A15000779		A15001932		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		928,800		能美防災(株) 茨城支社		A0E51SA51106B		A15001932				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		筑波大学・高エネ研・茨城大学・筑波技術大学昇降機設備保全業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		591,840		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		A0E51SA51106B		A15002126				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端加速器試験棟純水精製装置（GLC-PWU-1)樹脂取替		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		319,680		ＮＥＣファシリティーズ(株)北関東ファシリティマネジメント事業部		A0EAALAl2106B		A15005573		A15005573		6/2/15		随意契約		7/13/15		中島　幸一郎		照沼　信浩		7/31/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）東海２号館分電盤等点検業務		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		0		0		40,392		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAD2106B		A15014032		A15014032		7/27/15		随意契約		8/27/15		佐藤　正和		齋藤　誠		8/28/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電動遮蔽扉等点検整備業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		921,240		（株）イトーキ　		A0F01JAE2106B		A15013319		A15013319		7/1/15		随意契約		10/1/15		佐藤　正和		府川　薫		9/25/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		2,034,720		0		0		能美防災(株) 茨城支社		A0F01JAE2206B		A15000327		A15001389		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第２搬入棟等昇降機設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		1,916,460		0		0		東芝エレベータ（株）東関東支社		A0F01JAE2206B		A15000334		A15002136		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		2,034,720		能美防災(株) 茨城支社		A0F01JAE2206B		A15001389				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第２搬入棟等昇降機設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		1,916,460		東芝エレベータ（株）東関東支社		A0F01JAE2206B		A15002136				4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）放送設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		843,480		TOAエンジニアリング（株）　東京営業所		A0F01JAE2206B		A15010568		A15010568		6/24/15		随意契約		9/4/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		9/4/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央監視装置点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		2,916,000		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		A0F01JAE2206B		A15013432		A15013432		8/3/15		随意契約		10/30/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		10/30/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央制御棟中央監視中央処理装置不良調査		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		272,160		(株)日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部産業ソリューション営業本部		A0F01JAE2206B		A15042147		A15042147		3/9/16		随意契約		3/23/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/18/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)純水製造装置保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		3,339,360		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JAE2306B		A15000857		A15000857		4/1/15		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		髙巣　友和		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)パッケージ形空調機その他保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		8,186,400		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JAE2306B		A15000856		A15000856		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		髙巣　友和		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第1設備棟純水精製装置（PW-NM1-1)樹脂取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		226,800		理工科学（株）		A0F01JAE2306B		A15010488		A15010488		6/18/15		随意契約		7/22/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		7/29/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟１次冷却水ポンプ（ＰＣＤ－ＮＭ３－1－２）他整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		810,000		東洋プラント工業（株）		A0F01JAE2306B		A15014324		A15014324		7/24/15		随意契約		11/4/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		10/28/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第1機械棟冷水１次ポンプ（ＰＣーＭ１－１－２）他整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		821,880		東洋プラント工業（株）		A0F01JAE2306B		A15018960		A15018960		8/31/15		随意契約		12/3/15		佐藤　正和		礒﨑　操		11/27/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第３機械棟熱交換器（HE-M3-1-1）薬品洗浄作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		991,440		東鉱商事（株）　本社営業部		A0F01JAE2306B		A15015929		A15015929		7/27/15		随意契約		11/4/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/25/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第３機械棟熱交換器（HE-M3-1-2）薬品洗浄作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		991,440		東鉱商事（株）　本社営業部		A0F01JAE2306B		A15018279		A15018279		8/28/15		随意契約		9/30/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		10/23/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR．M１連続再生式純水装置（PWU－M１－１）CDIユニット整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		3,369,600		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JAE2306B		A15016047		A15016047		9/14/15		随意契約		11/5/15		佐藤　正和		礒﨑　操		10/30/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟純水ポンプ（PCD-NM３-３-２）整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		1,510,920		（株）増田鉄工場東京支店		A0F01JAE2306B		A15016045		A15016045		9/18/15		随意契約		1/7/16		佐藤　正和		礒﨑　操		1/8/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２機械棟冷水２次ポンプ（PC-M2-2-1）整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		394,200		東洋プラント工業（株）		A0F01JAE2306B		A15027124		A15027124		9/7/15		随意契約		2/4/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		1/29/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟純水精製装置（PWU-HM2-1）用樹脂充填作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		291,600		理工科学（株）		A0F01JAE2306B		A15030527		A15030527		12/10/15		随意契約		1/19/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		1/29/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟空調露点温度発信器（HED－NU３－A）取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		226,800		日本電技（株）つくば支店		A0F01JAE2306B		A15031045		A15031045		12/16/15		随意契約		2/4/16		佐藤　正和		礒﨑　操		1/29/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第１搬入棟廃液移送ﾎﾟﾝﾌﾟ（PD-C1-1-1,2）整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		46,440		東洋プラント工業（株）		A0F01JAE2306B		A15031589		A15031589		12/21/15		随意契約		2/4/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		1/29/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第3機械棟純水精製装置（PWU-M3-1）樹脂（№1,2）取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		842,400		理工科学（株）		A0F01JAE2306B		A15023203		A15023203		10/8/15		随意契約		1/19/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		1/22/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第１、２、３機械棟冷却塔Vベルト交換作業その他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		115,560		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2306B		A15040763		A15040763		2/26/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		礒﨑　操		3/15/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）２号館109、212室空調機整備		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		0		0		92,880		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01SAE1106B		A15015257		A15015257		7/24/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		山口　陽		8/26/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光ポンプ室西側冷却塔(ＮＰ-ＣＴ-1)用薬液注入装置整備		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		943,380		栗田工業（株）土浦営業所		A1E31SA70306B		A15041833		A15041833		3/4/16		随意契約		3/23/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/30/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ-ＡＲ南実験棟トンネル排風機Ｖベルト交換		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		3,780		高橋興業（株）		A1E31SA70306B		A15043211		A15043211		3/15/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/25/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第2搬入棟等昇降機設備保全業務		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		478,980		0		0		東芝エレベータ（株）東関東支社		A1E51SA21106B		A15000964		A15002136		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第２搬入棟等昇降機設備保全業務		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		478,980		東芝エレベータ（株）東関東支社		A1E51SA21106B		A15002136				4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研MR・D11電源棟女子便所取設工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		369,760		0		0		ツクバメンテナンス（株）		E0E31A110016B		A15030560		A15032936		12/9/15		随意契約		2/26/16		中島　幸一郎		板山　裕之		2/26/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研3号館展望台屋上防水改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		1,913,340		0		0		水戸屋建設(株)		E0E31A110016B		A15031183		A15032929		12/18/15		随意契約		2/1/16		中島　幸一郎		鷺森　航太		2/26/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟フィルターユニット（FU-TS-3）プレフィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・二次ライン(J推)		0		0		424,440		（株）アトックス　東海営業所		I1F01JAAa106B		A15007127		A15007127		5/21/15		随意契約		2/4/16		中島　幸一郎		山田　善一		3/18/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロンホールフィルターユニット（ＦＵ－１）プレフィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		453,600		（株）アトックス　東海営業所		I1F01JAAb106B		A15004166		A15004166		4/27/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		髙橋　仁		5/29/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟フィルターユニット（ＦＵ－ＨＭ１－１）プレフィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		491,400		（株）アトックス　東海営業所		I1F01JAAb106B		A15004163		A15004163		5/7/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		髙橋　仁		5/25/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟フィルターユニット（FU-M1-2）フィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-シスコミ(J推)		0		0		993,600		（株）アトックス　東海営業所		I1F01JAC1146B		A15008133		A15008133		5/19/15		随意契約		7/29/15		中島　幸一郎		大越　隆夫		7/31/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟フィルターユニット（FU-M3-2）フィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-シスコミ(J推)		0		0		993,600		（株）アトックス　東海営業所		I1F01JAC1146B		A15008132		A15008132		5/19/15		随意契約		6/23/15		中島　幸一郎		大越　隆夫		6/30/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟フィルターユニット（FU-M1-1）プレフィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-シスコミ(J推)		0		0		507,600		（株）アトックス　東海営業所		I1F01JAC1146B		A15025906		A15025906		11/5/15		随意契約		1/19/16		中島　幸一郎		大越　隆夫		1/29/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研偏極陽子機械棟純水精製装置（ＰＷＵ－２）樹脂取替		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-電磁石(J推)		0		0		305,100		ＮＥＣファシリティーズ(株)北関東ファシリティマネジメント事業部		I1F01JAC1186B		A15005697		A15005697		5/26/15		随意契約		6/22/15		中島　幸一郎		森田　裕一		6/26/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟等実験盤改修工事		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-電磁石(J推)		507,924		0		0		（株）国分電機		I1F01JAC1186B		A15010114		A15011871		6/29/15		随意契約		9/14/15		中島　幸一郎		石井　恒次		9/25/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＳ補助機械棟パッケージ形空調機サーミスタ他交換		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-真空(J推)		0		0		74,520		(株)アメニティ・ジャパン		I1F01JAC1286B		A15039047		A15039047		2/18/16		随意契約		2/29/16		佐藤　正和		佐藤　吉博		2/29/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		999,000		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BPA1206B		A15003871		A15003871		4/28/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		小川　一弘		5/29/15

		②		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その２）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		947,160		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPA1206F		A15011141		A15011141		6/12/15		随意契約		7/10/15		佐藤　正和		小川　一弘		7/10/15

		②		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その３）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		969,840		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPA1206F		A15017942		A15017942		8/25/15		随意契約		9/4/15		佐藤　正和		小川　一弘		9/4/15

		②		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その４）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		937,440		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPA1206F		A15019877		A15019877		9/10/15		随意契約		9/28/15		佐藤　正和		小川　一弘		9/28/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その５）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		974,160		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPA1206B		A15025890		A15025890		11/5/15		随意契約		11/13/15		中島　幸一郎		小川　一弘		11/13/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その６）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		940,680		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BPA1206B		A15025925		A15025925		11/6/15		随意契約		11/30/15		中島　幸一郎		小川　一弘		11/30/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その７）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		989,280		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BPA1206B		A15027292		A15027292		11/18/15		随意契約		11/30/15		中島　幸一郎		小川　一弘		11/30/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その８）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		948,240		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPA1206B		A15028847		A15028847		11/30/15		随意契約		12/11/15		中島　幸一郎		小川　一弘		12/11/15

		②		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その９）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		999,000		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPA1206F		A15038312		A15038312		2/12/16		随意契約		2/26/16		佐藤　正和		小川　一弘		2/26/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その１０）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		936,360		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPA1206B		A15040179		A15040179		2/19/16		随意契約		3/11/16		中島　幸一郎		小川　一弘		3/11/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		972,000		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JAE2306B		A15006346		A15006346		5/11/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		5/29/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備（その2）		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		748,440		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JAE2306B		A15012333		A15012333		6/24/15		随意契約		7/29/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		7/27/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備（その3）		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		967,680		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JAE2306B		A15015868		A15015868		8/3/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/28/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調整備（その４）		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		982,800		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JAE2306B		A15020545		A15020545		9/4/15		随意契約		9/30/15		佐藤　正和		礒﨑　操		9/30/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備（その５）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		990,360		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SA82306B		A15026999		A15026999		11/11/15		随意契約		12/3/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/27/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備（その６）		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		864,000		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JAE2306B		A15037173		A15037173		2/2/16		随意契約		2/29/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/26/16

		②		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館ガスヒートポンプ空調設備整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		365,580		東京ガス（株）つくば支社		A0E31SA81306F		A15012085		A15012085		6/22/15		随意契約		8/6/15		中島　幸一郎		小川　一弘		8/7/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研４号館ガスヒートポンプ空調設備整備（その２）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		279,720		東京ガス（株）つくば支社		A0E31SA81306B		A15015028		A15015028		7/29/15		随意契約		8/21/15		中島　幸一郎		小川　一弘		8/21/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研４号館ガスヒートポンプ空調設備整備（その３）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		47,520		東京ガス（株）つくば支社		A0E31SA81306B		A15026231		A15026231		11/9/15		随意契約		11/27/15		中島　幸一郎		品川　尚也		11/27/15

		②		研究装置保守点検費		高エネ研（東海）物質・生命科学実験施設ミュオン空冷設備保守点検		先端研究推進費-J-PARC-ミュオン実験-物件費(J推)		0		0		1,798,200		高砂熱学工業（株）茨城営業所		I1F01JAB2106C		A15007867		A15007867		6/15/15		随意契約		9/30/15		佐藤　正和		河村　成肇		9/30/15

		②		消耗品		高エネ研KEKB展示室子鍵作成		運交金-素核研-Belle(B)-物件費・実験室安全		0		0		3,348		つくばキーセンター　澤邉久輝		A0A20BAk12146		A15039415		A15039415		2/15/16		随意契約		3/7/16		佐藤　正和		林　浩平		3/15/16

		②		消耗品		高エネ研４号館２１８室子鍵作成		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		0		0		4,536		つくばキーセンター　澤邉久輝		A0B01SA071046		A15020797		A15020797		8/31/15		随意契約		9/9/15		佐藤　正和		永田　直美		9/30/15

		②		消耗品		高エネ研４号館１０７室他子鍵作成		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-共通経費		0		0		5,724		つくばキーセンター　澤邉久輝		A0D12SA082346		A15008970		A15008970		6/9/15		随意契約		6/19/15		中島　幸一郎		金子　敏明		7/15/15

		②		消耗品		PHS電話機　40台		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		907,200		東陽工業（株）北関東支店		A0E31BPA11046		A15000566		A15000566		4/9/15		随意契約		4/23/15		中島　幸一郎		氏家　和輝		4/28/15

		②		消耗品		光電式煙感知器ヘッド　２種　90個		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		972,000		能美防災(株) 茨城支社		A0E31BPA11046		A15000684		A15000684		4/9/15		随意契約		4/24/15		中島　幸一郎		塚本　智		4/30/15

		②		消耗品		VCB引出台車　2台		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		388,800		（株）国分電機		A0E31BPA11046		A15003357		A15003357		5/7/15		随意契約		7/10/15		中島　幸一郎		塚本　智		7/10/15

		②		消耗品		トナーカートリッジ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		805,680		日本電計（株）茨城営業所		A0E31BPA11046		A15003846		A15003846		5/11/15		随意契約		6/3/15		中島　幸一郎		塚本　智		6/26/15

		②		消耗品		蛍光ランプ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		839,160		首都圏電工(株)北関東営業所		A0E31BPA11046		A15001590		A15001590		4/20/15		随意契約		5/20/15		中島　幸一郎		塚本　智		5/20/15

		②		消耗品		電話機		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		43,848		首都圏電工(株)北関東営業所		A0E31BPA11046		A15006347		A15006347		5/22/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		氏家　和輝		6/26/15

		②		消耗品		変圧器ハンドホールパッキン　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		334,800		首都圏電工(株)北関東営業所		A0E31BPA11046		A15008378		A15008378		6/12/15		随意契約		7/23/15		中島　幸一郎		塚本　智		7/24/15

		②		消耗品		LED電球付属ダウンライト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		274,320		（株）イメージ工房		A0E31BPA11046		A15009351		A15009351		6/18/15		随意契約		7/7/15		中島　幸一郎		塚本　智		7/24/15

		②		消耗品		66kVガス絶縁開閉装置用部品		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		86,400		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		A0E31BPA11046		A15002253		A15002253		4/24/15		随意契約		7/31/15		中島　幸一郎		塚本　智		7/31/15

		②		消耗品		デスクトップパソコン　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		199,260		日本電計（株）茨城営業所		A0E31BPA11046		A15014033		A15014033		7/23/15		随意契約		8/24/15		中島　幸一郎		塚本　智		8/28/15

		②		消耗品		光電式煙感知器ヘッド　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		501,120		能美防災(株) 茨城支社		A0E31BPA11046		A15016748		A15016748		8/18/15		随意契約		8/26/15		中島　幸一郎		瀬谷　憲明		9/18/15

		②		消耗品		換気扇　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		124,740		首都圏電工(株)北関東営業所		A0E31BPA11046		A15019692		A15019692		9/15/15		随意契約		10/14/15		中島　幸一郎		塚本　智		10/23/15

		②		消耗品		PHS子機　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		991,440		東陽工業（株）北関東支店		A0E31BPA11046		A15021097		A15021097		9/28/15		随意契約		10/8/15		佐藤　正和		氏家　和輝		10/16/15

		②		消耗品		三極連動カットアウト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		947,808		日本高圧電気（株）		A0E31BPA11046		A15020504		A15020504		10/2/15		随意契約		11/4/15		佐藤　正和		塚本　智		11/27/15

		②		消耗品		蛍光ランプ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		371,736		首都圏電工(株)北関東営業所		A0E31BPA11046		A15022454		A15022454		10/14/15		随意契約		11/5/15		中島　幸一郎		塚本　智		11/27/15

		②		消耗品		バッテリー　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		394,308		東神電池工業（株）		A0E31BPA11046		A15024421		A15024421		10/27/15		随意契約		12/1/15		中島　幸一郎		氏家　和輝		11/30/15

		②		消耗品		直流電源装置　４台		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		328,320		日本電計（株）茨城営業所		A0E31BPA11046		A15024423		A15024423		10/27/15		随意契約		12/4/15		中島　幸一郎		氏家　和輝		12/4/15

		②		消耗品		水中ポンプ		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		76,248		藤井産業（株）つくば支店		A0E31BPA11046		A15028853		A15028853		12/2/15		随意契約		12/16/15		中島　幸一郎		塚本　智		1/22/16

		②		消耗品		三極連動カットアウト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		943,920		日本高圧電気（株）		A0E31BPA11046		A15029908		A15029908		1/15/16		随意契約		1/28/16		中島　幸一郎		塚本　智		3/11/16

		②		消耗品		蛍光灯		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		104,500		(株)パブリック商会		A0E31BPA11046		A15032340		A15032340		1/7/16		随意契約		1/18/16		中島　幸一郎		塚本　智		2/19/16

		②		消耗品		ニカド電池		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		59,400		能美防災(株) 茨城支社		A0E31BPA11046		A15033883		A15033883		1/15/16		随意契約		1/29/16		中島　幸一郎		瀬谷　憲明		1/29/16

		②		消耗品		記録紙　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		307,800		日本電計（株）茨城営業所		A0E31BPA11046		A15032350		A15032350		1/26/16		随意契約		2/24/16		中島　幸一郎		塚本　智		2/26/16

		②		消耗品		トナーカートリッジ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		397,311		（株）イメージ工房		A0E31BPA11046		A15040930		A15040930		3/4/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		塚本　智		3/29/16

		②		消耗品		レベルレギュレーター　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		669,600		理工科学（株）		A0E31BPA12046		A15005497		A15005497		5/18/15		随意契約		6/4/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		6/5/15

		②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		19,440		（株）サイサン　つくば営業所		A0E31BPA12046		A15005495		A15005495		4/30/15		随意契約		5/28/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		5/29/15

		②		消耗品		Vベルト		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		68,450		古本機工（株）		A0E31BPA12046		A15005616		A15005616		5/18/15		随意契約		5/21/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		6/12/15

		②		消耗品		次亜塩素酸ソーダ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		69,120		家田化学薬品（株）筑波支店		A0E31BPA12046		A15005618		A15005618		5/15/15		随意契約		5/27/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		6/12/15

		②		消耗品		小便器用リチウム電池　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		12,690		北原商事（株）		A0E31BPA12046		A15006413		A15006413		5/20/15		随意契約		5/26/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		6/5/15

		②		消耗品		ジェットファン　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		332,640		北原商事（株）		A0E31BPA12046		A15008717		A15008717		5/28/15		随意契約		6/22/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		7/17/15

		②		消耗品		冷却水マルチ薬剤		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		673,920		栗田工業（株）土浦営業所		A0E31BPA12046		A15008720		A15008720		5/25/15		随意契約		6/17/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		7/17/15

		②		消耗品		フィルタ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		410,400		日進技研（株）		A0E31BPA12046		A15009626		A15009626		5/15/15		随意契約		7/16/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		7/31/15

		②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		950,400		三綱（株）		A0E31BPA12046		A15009838		A15009838		6/11/15		随意契約		6/22/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		7/24/15

		②		消耗品		プレフィルタ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		297,000		日進技研（株）		A0E31BPA12046		A15011980		A15011980		6/30/15		随意契約		8/20/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/28/15

		②		消耗品		自動交互運転リレー　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		68,580		北原商事（株）		A0E31BPA12046		A15012587		A15012587		6/17/15		随意契約		7/22/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		7/24/15

		②		消耗品		フィルタ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		169,560		日進技研（株）		A0E31BPA12046		A15014103		A15014103		7/17/15		随意契約		8/20/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/26/15

		②		消耗品		ドレイントラップ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		174,895		古本機工（株）		A0E31BPA12046		A15012583		A15012583		6/17/15		随意契約		7/31/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		7/31/15

		②		消耗品		送り座付横水栓　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		94,122		古本機工（株）		A0E31BPA12046		A15016567		A15016567		8/4/15		随意契約		8/31/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		8/31/15

		②		消耗品		冷却水用水処理剤		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		648,000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		A0E31BPA12046		A15009837		A15009837		6/12/15		随意契約		8/7/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		8/7/15

		②		消耗品		電磁弁　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		29,970		北原商事（株）		A0E31BPA12046		A15017675		A15017675		8/19/15		随意契約		9/9/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		9/18/15

		②		消耗品		ストレーナー用スクリーン		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		939,600		理工科学（株）		A0E31BPA12046		A15013388		A15013388		6/26/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		9/2/15

		②		消耗品		冷却水用水処理剤		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		648,000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		A0E31BPA12046		A15020208		A15020208		9/15/15		随意契約		10/5/15		佐藤　正和		丸山　雅史		10/30/15

		②		消耗品		冷却水用水処理剤		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		950,400		三綱（株）		A0E31BPA12046		A15020459		A15020459		9/17/15		随意契約		10/9/15		佐藤　正和		丸山　雅史		10/9/15

		②		消耗品		Ｖベルト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		60,760		北原商事（株）		A0E31BPA12046		A15021344		A15021344		9/18/15		随意契約		10/13/15		佐藤　正和		丸山　雅史		10/23/15

		②		消耗品		蛍光灯器具　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		181,008		古本機工（株）		A0E31BPA12046		A15022042		A15022042		9/30/15		随意契約		10/14/15		佐藤　正和		丸山　雅史		10/16/15

		②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		119,880		（株）サイサン　つくば営業所		A0E31BPA12046		A15020198		A15020198		9/14/15		随意契約		11/2/15		佐藤　正和		丸山　雅史		10/29/15

		②		消耗品		ケミカフィーダー接続部		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		55,350		北原商事（株）		A0E31BPA12046		A15030149		A15030149		12/8/15		随意契約		12/25/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		12/25/15

		②		消耗品		冷却水用水処理剤		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		950,400		三綱（株）		A0E31BPA12046		A15031415		A15031415		12/18/15		随意契約		1/13/16		中島　幸一郎		丸山　雅史		1/15/16

		②		消耗品		冷却水用水処理剤		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		648,000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		A0E31BPA12046		A15031417		A15031417		12/3/15		随意契約		1/12/16		中島　幸一郎		丸山　雅史		1/15/16

		②		消耗品		カラーリボンカートリッジ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		439,560		古本機工（株）		A0E31BPA12046		A15039563		A15039563		2/16/16		随意契約		3/8/16		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/11/16

		②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		48,600		（株）サイサン　つくば営業所		A0E31BPA12046		A15037275		A15037275		1/6/16		随意契約		2/29/16		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/18/16

		②		消耗品		ダイオネットP　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		15,140		北原商事（株）		A0E31SA811046		A15022456		A15022456		10/6/15		随意契約		10/14/15		佐藤　正和		峯　秀介		10/30/15

		②		消耗品		光電式煙感知器ヘッド２種		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		216,000		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SA812046		A15036784		A15036784		2/3/16		随意契約		2/8/16		中島　幸一郎		瀬谷　憲明		2/12/16

		②		消耗品		GSユアサ製制御弁式鉛蓄電池		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		162,000		東神電池工業（株）		A0E31SA812046		A15042446		A15042446		3/9/16		随意契約		3/17/16		佐藤　正和		瀬谷　憲明		3/17/16

		②		消耗品		TDKラムダ電源　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		27,173		藤井産業（株）つくば支店		A0E31SA812046		A15042547		A15042547		3/10/16		随意契約		3/28/16		佐藤　正和		瀬谷　憲明		3/31/16

		②		消耗品		電気絶縁用ビニルテープ		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		4,000		（株）イメージ工房		A0E31SA812046		A15042517		A15042517		3/14/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		塚本　智		3/30/16

		②		消耗品		TOTO排水金具部品　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		8,910		北原商事（株）		A0E31SA813046		A15020693		A15020693		9/17/15		随意契約		10/2/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/9/15

		②		消耗品		ケミカフィーダーアクリルヘッド接続部		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		59,670		北原商事（株）		A0E31SA813046		A15023979		A15023979		10/13/15		随意契約		10/26/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		11/13/15

		②		消耗品		停電灯バッテリー　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		43,740		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31SA822046		A15026070		A15026070		11/10/15		随意契約		1/22/16		中島　幸一郎		菊池　次男		1/22/16

		②		消耗品		Vベルト		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		4,590		理工科学（株）		A0E31SA823046		A15034621		A15034621		1/20/16		随意契約		2/2/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/12/16

		②		消耗品		高エネ研職員会館２階大会議室子鍵作成		運交金-機構共通-男女共同参画推進室(一般)-物件費		0		0		4,536		つくばキーセンター　澤邉久輝		A0E51SA681046		A15037189		A15037189		2/5/16		随意契約		2/12/16		佐藤　正和		千田　英雄		2/29/16

		②		消耗品		高エネ研２号館３０８室子鍵作成		運交金-機構共通-研究支援戦略推進部(一般)-物件費		0		0		10,476		つくばキーセンター　澤邉久輝		A0E51SA721046		A15001346		A15001346		4/10/15		随意契約		4/30/15		中島　幸一郎		佐藤　尚美		5/15/15

		②		消耗品		ボンベスタンド　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		22,194		茨城チャート（株）		A0F01JAE22046		A15004707		A15004707		5/13/15		随意契約		5/25/15		中島　幸一郎		菊池　次男		6/26/15

		②		消耗品		照明器具　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		24,975		首都圏電工(株)北関東営業所		A0F01JAE22046		A15004663		A15004663		5/13/15		随意契約		5/25/15		中島　幸一郎		菊池　次男		5/29/15

		②		消耗品		トナー　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		118,098		理工科学（株）		A0F01JAE22046		A15011317		A15011317		6/30/15		随意契約		7/17/15		中島　幸一郎		菊池　次男		7/31/15

		②		消耗品		蛍光灯		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		141,021		首都圏電工(株)北関東営業所		A0F01JAE22046		A15011321		A15011321		6/30/15		随意契約		7/17/15		中島　幸一郎		菊池　次男		7/31/15

		②		消耗品		ニカド電池		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		41,472		能美防災(株) 茨城支社		A0F01JAE22046		A15015569		A15015569		8/4/15		随意契約		8/6/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		8/21/15

		②		消耗品		PCS用バッテリー　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		880,200		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		A0F01JAE22046		A15012245		A15012245		7/14/15		随意契約		9/14/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		9/11/15

		②		消耗品		トナー　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		325,728		理工科学（株）		A0F01JAE22046		A15025536		A15025536		11/5/15		随意契約		12/11/15		中島　幸一郎		菊池　次男		12/25/15

		②		消耗品		蛍光灯　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		186,273		首都圏電工(株)北関東営業所		A0F01JAE22046		A15024676		A15024676		10/29/15		随意契約		12/17/15		中島　幸一郎		菊池　次男		12/25/15

		②		消耗品		光電式煙感知器　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		319,518		能美防災(株) 茨城支社		A0F01JAE22046		A15039916		A15039916		2/25/16		随意契約		3/11/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/10/16

		②		消耗品		非常口誘導標識　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		176,526		藤井産業（株）つくば支店		A0F01JAE22046		A15040038		A15040038		2/26/16		随意契約		3/8/16		佐藤　正和		菊池　次男		3/11/16

		②		消耗品		PHS電話機		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		635,040		東陽工業（株）北関東支店		A0F01JAE22046		A15040152		A15040152		3/9/16		随意契約		3/15/16		佐藤　正和		菊池　次男		3/15/16

		②		消耗品		Vベルト　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		340,200		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15002344		A15002344		4/23/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		5/22/15

		②		消耗品		安定器		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		209,520		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JAE23046		A15002346		A15002346		4/3/15		随意契約		6/4/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		6/5/15

		②		消耗品		モータバルブ　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		89,640		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JAE23046		A15005422		A15005422		5/15/15		随意契約		6/4/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		6/26/15

		②		消耗品		接線流羽根車式水道メーター		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		71,280		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15010728		A15010728		6/24/15		随意契約		7/23/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		7/31/15

		②		消耗品		ダイヤマット　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		34,560		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15011059		A15011059		6/24/15		随意契約		7/9/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		7/24/15

		②		消耗品		フィルターカートリッジ		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		30,240		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15012989		A15012989		7/10/15		随意契約		8/6/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/7/15

		②		消耗品		冷却水系用スライムコントロール剤		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		324,000		栗田工業（株）土浦営業所		A0F01JAE23046		A15014865		A15014865		7/29/15		随意契約		8/21/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/21/15

		②		消耗品		万能ネット　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		115,560		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15015736		A15015736		8/4/15		随意契約		8/19/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/25/15

		②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		375,840		東鉱商事（株）　本社営業部		A0F01JAE23046		A15015035		A15015035		7/30/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/28/15

		②		消耗品		Vﾍﾞﾙﾄ		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		45,360		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15016675		A15016675		8/17/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/11/15

		②		消耗品		ﾁｬｯｷﾊﾞﾙﾌﾞ		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		12,960		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JAE23046		A15017408		A15017408		8/21/15		随意契約		9/17/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/18/15

		②		消耗品		クリフィーダー用サイホン止めチャッキ弁		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		32,400		栗田工業（株）土浦営業所		A0F01JAE23046		A15023197		A15023197		10/13/15		随意契約		11/2/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/6/15

		②		消耗品		ＮＲリレー　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		111,240		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE23046		A15023791		A15023791		10/15/15		随意契約		11/5/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/30/15

		②		消耗品		工業塩		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		75,600		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JAE23046		A15027040		A15027040		11/13/15		随意契約		12/11/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		12/11/15

		②		消耗品		電磁弁		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		9,720		（株）エムエス		A0F01JAE23046		A15026311		A15026311		11/2/15		随意契約		11/16/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/27/15

		②		消耗品		ナベ頭組込ネジ		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		2,970		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15028242		A15028242		11/25/15		随意契約		12/8/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		12/11/15

		②		消耗品		メカニカルシール　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		298,080		東興機械工業㈱		A0F01JAE23046		A15032898		A15032898		1/4/16		随意契約		1/29/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		1/29/16

		②		消耗品		レギュレータ		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		48,816		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JAE23046		A15035365		A15035365		1/25/16		随意契約		2/2/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/12/16

		②		消耗品		Ｖベルト		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		86,400		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15037586		A15037586		2/8/16		随意契約		2/22/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/22/16

		②		消耗品		デミナー用継手ゴムパッキン		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		46,440		ＮＥＣファシリティーズ(株)北関東ファシリティマネジメント事業部		A0F01JAE23046		A15037104		A15037104		1/20/16		随意契約		3/24/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/16

		②		消耗品		ステンレスキャップ		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		43,200		第一鉄工(株)		A0F01JAE23046		A15038213		A15038213		2/12/16		随意契約		3/8/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/16

		②		消耗品		保護枠付温度計　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		64,260		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15038133		A15038133		2/10/16		随意契約		3/2/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/16

		②		消耗品		ヴィクトリックジョイント　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		9,720		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15038560		A15038560		2/15/16		随意契約		3/2/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/16

		②		消耗品		Vベルト		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		33,480		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15040103		A15040103		2/25/16		随意契約		3/7/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/16

		②		消耗品		Vベルト		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		37,260		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15040212		A15040212		2/25/16		随意契約		3/7/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/16

		②		消耗品		ビクトリック継手		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		103,680		ＮＥＣファシリティーズ(株)北関東ファシリティマネジメント事業部		A0F01JAE23046		A15037527		A15037527		2/1/16		随意契約		3/24/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/16

		②		消耗品		冷却水系用水処理剤		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		259,578		栗田工業（株）土浦営業所		A0F01JAE23046		A15041872		A15041872		3/7/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		礒﨑　操		3/18/16

		②		消耗品		吸水バック　アクアボーイ　LL-1　20枚入		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		518,400		北原商事（株）		A1E31SA701046		A15041763		A15041763		3/3/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		府川　薫		3/28/16

		②		消耗品		蛍光ランプ　他		収見合-施設部-工事雑役・つくば-電気		0		0		193,500		(株)パブリック商会		A1E31SA702046		A15041276		A15041276		3/7/16		随意契約		3/11/16		佐藤　正和		塚本　智		3/29/16

		②		消耗品		高エネ研構内PHS子機UM7700購入		収見合-施設部-工事雑役・つくば-電気		0		0		907,200		東陽工業（株）北関東支店		A1E31SA702046		A15041699		A15041699		3/8/16		随意契約		3/17/16		佐藤　正和		氏家　和輝		3/25/16

		②		消耗品		デジタルコードレス電話機　他		収見合-施設部-工事雑役・つくば-電気		0		0		688,284		首都圏電工(株)北関東営業所		A1E31SA702046		A15041284		A15041284		3/7/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		塚本　智		3/29/16

		②		消耗品		連動型テンションヒューズ　他		収見合-施設部-工事雑役・つくば-電気		0		0		139,676		首都圏電工(株)北関東営業所		A1E31SA702046		A15041999		A15041999		3/10/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		塚本　智		3/30/16

		②		消耗品		光電式煙感知器　他		収見合-施設部-工事雑役・つくば-電気		0		0		751,032		首都圏電工(株)北関東営業所		A1E31SA702046		A15041704		A15041704		3/14/16		随意契約		3/24/16		佐藤　正和		氏家　和輝		3/25/16

		②		消耗品		測温抵抗体変換器　他		収見合-施設部-工事雑役・つくば-電気		0		0		993,600		日本電計（株）茨城営業所		A1E31SA702046		A15041280		A15041280		3/16/16		随意契約		3/28/16		佐藤　正和		塚本　智		3/29/16

		②		消耗品		PHS子機		収見合-施設部-工事雑役・つくば-電気		0		0		567,000		東陽工業（株）北関東支店		A1E31SA702046		A15042793		A15042793		3/15/16		随意契約		3/22/16		佐藤　正和		氏家　和輝		3/29/16

		②		消耗品		冷却塔水処理剤		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		864,000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		A1E31SA703046		A15041258		A15041258		3/1/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/25/16

		②		消耗品		冷却塔水処理剤		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		950,400		三綱（株）		A1E31SA703046		A15041259		A15041259		3/2/16		随意契約		3/11/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/31/16

		②		消耗品		Ｖベルト　他		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		920,000		古本機工（株）		A1E31SA703046		A15041777		A15041777		3/4/16		随意契約		3/30/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/30/16

		②		消耗品		高圧ガス製造所表示板　他		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		126,414		北原商事（株）		A1E31SA703046		A15041735		A15041735		3/4/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		小川　一弘		3/25/16

		②		消耗品		冷却塔水処理剤		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		993,600		パナソニック産機システムズ(株)		A1E31SA703046		A15041255		A15041255		3/1/16		随意契約		3/17/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/25/16

		②		消耗品		コントライム・Ｍ-1000		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		142,560		三綱（株）		A1E31SA703046		A15042187		A15042187		3/7/16		随意契約		3/17/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/30/16

		②		消耗品		ファン本体　他		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		129,211		北原商事（株）		A1E31SA703046		A15042186		A15042186		3/7/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/30/16

		②		消耗品		PHS電話機		収見合-施設部-工事雑役・東海-電気		0		0		907,740		東陽工業（株）北関東支店		A1E31SA792046		A15043355		A15043355		3/22/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/30/16

		②		消耗品		ｵﾙｶﾞﾋﾞｰﾄFK-45Y		収見合-施設部-工事雑役・東海-機械		0		0		907,200		理工科学（株）		A1E31SA793046		A15043055		A15043055		3/8/16		随意契約		3/23/16		佐藤　正和		礒﨑　操		3/28/16

		②		消耗品		ｱｸｱｽｷﾚｰﾄ　他		収見合-施設部-工事雑役・東海-機械		0		0		921,888		東鉱商事（株）　本社営業部		A1E31SA793046		A15043060		A15043060		3/8/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		礒﨑　操		3/28/16

		②		消耗品		ﾀﾜｰｾﾞｯﾄ		収見合-施設部-工事雑役・東海-機械		0		0		884,520		三浦工業（株）水戸営業所		A1E31SA793046		A15043064		A15043064		3/15/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		礒﨑　操		3/28/16

		②点検保守費合計（一般） テンケン ホシュ ヒ ゴウケイ												202,751,709



		②		他委託		高エネ研北カウンターホール天井クレーン（３０ｔ）過荷重試験		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		842,400		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAAb1178		A15034423		A15034423		1/19/16		随意契約		2/8/16		佐藤　正和		家入　正治		2/19/16

		②		他委託		高エネ研中央変電所特別高圧ケーブル予備線絶縁抵抗測定		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		270,000		東芝電機サービス(株)		A0E31BPA11078		A15020007		A15020007		9/15/15		随意契約		9/30/15		佐藤　正和		塚本　智		9/30/15

		②		他委託		高エネ研ＰＳ特高変電所等地下タンク貯蔵所漏洩点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		304,560		日振工発（株）		A0E31BPA11078		A15030819		A15030819		12/24/15		随意契約		1/21/16		佐藤　正和		塚本　智		1/29/16

		②		他委託		高エネ研特別高圧ケーブル予備線地絡点調査		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		860,760		富士古河E&C(株)		A0E31BPA11078		A15021122		A15021122		10/29/15		随意契約		1/29/16		中島　幸一郎		塚本　智		1/29/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研サブ変電所等点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		47,304,000		（財）関東電気保安協会茨城事業本部		A0E31BPA1106B		A15005589		A15005589		6/26/15		一般競争契約		10/29/15		佐藤　正和		塚本　智		10/30/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備(中央変電所等)点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		37,476,000		東芝電機サービス(株)		A0E31BPA1106B		A15005591		A15005591		6/26/15		一般競争契約		10/28/15		佐藤　正和		塚本　智		10/30/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備(大穂変電所)点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		7,884,000		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社		A0E31BPA1106B		A15005596		A15005596		6/26/15		一般競争契約		10/22/15		佐藤　正和		塚本　智		10/30/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研サブ変電所S-102低圧機械動力盤(Ⅰ)51GL調査その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		137,160		高橋興業（株）		A0E31BPA1106B		A15012517		A15012517		7/8/15		随意契約		7/24/15		中島　幸一郎		塚本　智		7/24/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備(日光変電所)点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		6,804,000		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		A0E31BPA1106B		A15005599		A15005599		6/26/15		一般競争契約		10/30/15		佐藤　正和		塚本　智		10/30/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研変電設備定期点検に伴う操作等		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		982,800		高橋興業（株）		A0E31BPA1106B		A15016505		A15016505		8/18/15		随意契約		9/1/15		中島　幸一郎		塚本　智		8/31/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研サブ変電所S-201実験動力盤(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)51GL調査その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		946,080		高橋興業（株）		A0E31BPA1106B		A15025785		A15025785		11/6/15		随意契約		12/1/15		中島　幸一郎		塚本　智		11/25/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子入射器棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		16,416,000		（株）神内電機製作所		A0E31BPA1206B		A15000391		A15000391		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟等スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		6,048,000		日本熱源システム（株）		A0E31BPA1206B		A15000414		A15000414		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ光源棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		6,858,000		三菱電機ＦＡ産業機器（株）東日本支店		A0E31BPA1206B		A15000395		A15000395		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,752,000		宇部興産機械（株）		A0E31BPA1206B		A15000399		A15000399		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士機械棟等スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		6,534,000		（株）前川製作所		A0E31BPA1206B		A15000413		A15000413		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研スクリュー冷凍機ＯＭ－Ｒ－４、ＴＭ－Ｒ－４保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,160,000		（株）神戸製鋼所機械事業部門圧縮機事業部冷熱・エネルギー部		A0E31BPA1206B		A15000416		A15000416		4/1/15		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		7,457,940		コネクレーンズ（株）		A0E31BPA1206B		A15000401		A15000401		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研北カウンターホールクレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,106,000		（株）アトックス　東海営業所		A0E31BPA1206B		A15000400-02		A15000400-02		4/1/15		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,376,000		（株）アトックス　東海営業所		A0E31BPA1206B		A15000398-02		A15000398-02		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		3,915,000		(株)日立プラントメカニクス東日本統括営業部		A0E31BPA1206B		A15000402-02		A15000402-02		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		5,292,000		住友重機械搬送システム(株)　搬送システム第2統括部　建設課　横浜サービスチーム		A0E31BPA1206B		A15000404-02		A15000404-02		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		2,569,320		0		0		債主未定		A0F01JAE2206B		A15006684		A15008712		6/8/15		随意契約		9/1/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		9/25/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		2,569,320		（株）エネサーブ茨城		A0F01JAE2206B		A15008712				6/8/15		随意契約		9/1/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		9/25/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）J-PARC全所停電に伴う停復電操作その他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		429,300		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2206B		A15008513		A15008513		6/8/15		随意契約		7/21/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		7/24/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）特別高圧受変電設備（５０ＧｅＶ変電所）点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		10,908,000		東芝電機サービス(株)		A0F01JAE2206B		A15004862		A15004862		6/17/15		一般競争契約		9/25/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		9/25/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）チラーユニット整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		858,600		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JAE2306B		A15005726		A15005726		5/8/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		5/29/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第1、2、3機械棟RI廃棄物分別作業その他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		318,060		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2306B		A15015568		A15015568		7/29/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/24/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟等チリングユニット（RR-M3-1-2）他部品取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		334,800		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JAE2306B		A15026379		A15026379		11/9/15		随意契約		12/3/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/27/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光実験棟50tクレーン無線装置整備		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-KEKB共通(B推)		0		0		712,800		（株）アトックス　東海営業所		I1C28BA01106B		A15011928		A15011928		7/1/15		随意契約		9/28/15		中島　幸一郎		多和田　正文		9/30/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		724,680		0		0		債主未定		A0E31SA82206B		A15006685		A15008712		6/8/15		随意契約		9/1/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		9/25/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		724,680		（株）エネサーブ茨城		A0E31SA82206B		A15008712				6/8/15		随意契約		9/1/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		9/25/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟等天井クレーン整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		691,200		（株）神内電機製作所		A0E31BPA1206B		A15027335		A15027335		11/17/15		随意契約		2/12/16		中島　幸一郎		品川　尚也		2/12/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		999,000		(株)日立プラントメカニクス東日本統括営業部		A0E31BPA1206B		A15028075		A15028075		11/24/15		随意契約		1/29/16		佐藤　正和		品川　尚也		1/29/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)大強度陽子加速器施設クレーン保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		13,068,000		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2306B		A15000860		A15000860		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		髙巣　友和		3/31/16

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第3設備棟RI排気フィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・二次ライン(J推)		0		0		226,800		（株）アトックス　東海営業所		I1F01JAAa106B		A15002335		A15002335		4/22/15		随意契約		5/13/15		中島　幸一郎		石田　卓		5/15/15

		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟２階ＲＩ排気フィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		367,200		（株）アトックス　東海営業所		I1F01JAAb106B		A15001757		A15001757		4/6/15		随意契約		5/13/15		中島　幸一郎		髙橋　仁		5/15/15

		②		環境整備		放射性及び一般実験廃液処理業務並びに水質分析検査業務　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-業務委託		0		0		43,740,000		Hitz環境サービス（株）		A0D11PA021074		A15006195		A15006195		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		久保　篤志		文珠四郎　秀昭		3/31/16

		②点検保守費合計（特殊） テンケン ホシュ ヒ ゴウケイ トクシュ												243,674,460



		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		100,614,000		0		0		高橋興業（株）		A0E31BPA1106B		A15000094		A15000956		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/31/16

		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		100,614,000		高橋興業（株）		A0E31BPA1106B		A15000956				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/31/16

		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		4,802,400		0		0		高橋興業（株）		A0E31SA81106B		A15000840		A15000956		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/31/16

		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		4,802,400		高橋興業（株）		A0E31SA81106B		A15000956				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/31/16

		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建物・電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		155,792,400		0		0		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15000418		A15000956		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/31/16

		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建物・電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		155,792,400		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15000956				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/31/16

		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電気・機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		85,236,000		0		0		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2206B		A15000335		A15001994		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/31/16

		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電気・機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		85,236,000		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2206B		A15001994				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/31/16

		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)電気・機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		132,384,000		0		0		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2306B		A15000852		A15001994		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/31/16

		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電気・機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		132,384,000		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2306B		A15001994				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/31/16

		③運転監視費合計 ウンテン カンシ ヒ ゴウケイ												478,828,800



		④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(特殊)-PCB廃棄物処理費		1,358,000		0		0		中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道PCB処理事業所		A0E51SA421074		A15009059		A15018959		9/7/15		随意契約（第一号）		11/13/15		黒井　宗典		黒井　宗典		3/15/16

		④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(特殊)-PCB廃棄物処理費		0		0		1,358,000		中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道PCB処理事業所		A0E51SA421074		A15018959				9/7/15		随意契約（第一号）		11/13/15		黒井　宗典		黒井　宗典		3/15/16

		④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(24・特殊)-PCB廃棄物処理費		3,231,600		0		0		中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道PCB処理事業所		A0E51SA431074		A15009047		A15018959		9/7/15		随意契約（第一号）		11/13/15		黒井　宗典		黒井　宗典		3/15/16

		④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(24・特殊)-PCB廃棄物処理費		0		0		3,231,600		中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道PCB処理事業所		A0E51SA431074		A15018959				9/7/15		随意契約（第一号）		11/13/15		黒井　宗典		黒井　宗典		3/15/16

		④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(一般)-PCB廃棄物処理費		248,800		0		0		中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道PCB処理事業所		A0E51SA441074		A15017750		A15018959		9/7/15		随意契約（第一号）		11/13/15		黒井　宗典		黒井　宗典		3/15/16

		④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(一般)-PCB廃棄物処理費		0		0		248,800		中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道PCB処理事業所		A0E51SA441074		A15018959				9/7/15		随意契約（第一号）		11/13/15		黒井　宗典		黒井　宗典		3/15/16

		④		環境整備		高圧絶縁油　他		運交金-加五-リニアック(B)-マイクロ波1		0		0		23,760		(株)宇田川コーポレーション		A0C25BA021074		A15025994		A15025994		11/2/15		随意契約		11/2/15		池田　勝洋		中尾　克已		11/18/15

		④		環境整備		高圧絶縁油　他		運交金-加五-リニアック(PF)-マイクロ波4		0		0		17,820		(株)宇田川コーポレーション		A0C25PA021074		A15013591		A15013591		7/13/15		随意契約		7/13/15		池田　勝洋		中尾　克已		7/14/15

		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		136,080		常陸環境開発（株）		A0F01JAAb1174		A15010308		A15010308		6/22/15		随意契約		8/25/15		菊池　進太郎		加藤　洋二		8/31/15

		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		115,290		（有）沼田クリーンサービス		A0F01JAAb1174		A15032782		A15032782		1/8/16		随意契約		2/10/16		尾田　和正		加藤　洋二		2/12/16

		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-中性子実験(J)-物件費・共通		0		0		194,400		常陸環境開発（株）		A0F01JAB21074		A15008735		A15008735		6/1/15		随意契約		7/3/15		菊池　進太郎		瀬谷　智洋		7/10/15

		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-MR運転(J)-RF		0		0		26,136		常陸環境開発（株）		A0F01JAC11474		A15009723		A15009723		6/16/15		随意契約		7/23/15		小泉　髙弘		原　圭吾		9/30/15

		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		302,400		常陸環境開発（株）		A0F01JAE31074		A15008339		A15008339		6/1/15		随意契約		7/23/15		小泉　髙弘		山口　陽		9/30/15

		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		運交金-J-PARC-MR運転(J)-RF		0		0		187,488		常陸環境開発（株）		A0F01JAC11474		A15014156		A15014156		7/22/15		随意契約		8/17/15		小泉　髙弘		原　圭吾		8/31/15

		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		運交金-J-PARC-低温(J)-物件費		0		0		164,160		常陸環境開発（株）		A0F01JAD41074		A15028554		A15028554		11/27/15		随意契約		2/1/16		小泉　髙弘		飯田　真久		2/29/16

		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-シスコミ(J推)		0		0		136,080		常陸環境開発（株）		I1F01JAC11474		A15027492		A15027492		10/29/15		随意契約		11/17/15		小泉　髙弘		久保田　親		12/28/15

		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-シスコミ(J推)		0		0		125,280		常陸環境開発（株）		I1F01JAC11474		A15037321		A15037321		1/18/16		随意契約		2/4/16		小泉　髙弘		久保田　親		2/29/16

		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-RF(J推)		0		0		186,840		常陸環境開発（株）		I1F01JAC12074		A15023361		A15023361		10/8/15		随意契約		11/11/15		小泉　髙弘		原　圭吾		11/30/15

		④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-素核研-Belle(B)-物件費・測定器構造体		0		0		191,959		（株）日の丸商事		A0A20BAk12074		A15031798		A15031798		12/22/15		随意契約		1/20/16		黒井　宗典		黒井　宗典		1/29/16

		④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		1,593,000		（株）日の丸商事		A0C28BA031074		A15011504		A15011504		6/26/15		随意契約		7/27/15		関　真		赤井　和憲		8/31/15

		④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		477,900		（株）日の丸商事		A0C28BA031074		A15023246		A15023246		10/8/15		随意契約		11/16/15		城野　雅明		赤井　和憲		12/18/15

		④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		373,896		（株）やまたけ　土浦営業所		A0C28BA031074		A15037140		A15037140		1/29/16		随意契約		3/14/16		城野　雅明		赤井　和憲		3/31/16

		④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		1,279,800		（株）日の丸商事		A0E41SA122274		A15031798		A15031798		12/22/15		随意契約		1/20/16		黒井　宗典		黒井　宗典		1/29/16

		④		環境整備		廃液回収処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-研究開発		0		0		127,872		アサヒプリテック（株）北関東営業所		A0D11PA021374		A15019582		A15019582		9/15/15		随意契約		10/6/15		久保　篤志		平　雅文		10/6/15

		④		環境整備		廃棄物処理　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		190,080		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15033094		A15033094		4/1/15		随意契約		3/31/16		黒井　宗典		黒井　宗典		3/31/16

		④		環境整備		廃薬品・廃油処理処分作業　一式		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		0		0		172,800		常陸環境開発（株）		A0F01JAD21074		A15006992		A15006992		6/9/15		随意契約		9/17/15		小泉　髙弘		菅原　正克		9/30/15

		④		環境整備		廃薬品・廃油処理処分作業　一式		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		0		0		172,800		常陸環境開発（株）		A0F01JAD21074		A15028110		A15028110		12/11/15		随意契約		2/1/16		小泉　髙弘		菅原　正克		3/15/16

		④		環境整備		廃油処理　一式		運交金-加五-リニアック(PF)-マイクロ波4		0		0		35,640		(株)宇田川コーポレーション		A0C25PA021074		A15015851		A15015851		8/3/15		随意契約		8/7/15		池田　勝洋		中尾　克已		8/7/15

		④		環境整備		PCB入り特別管理産業廃棄物収集運搬業務　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(24・特殊)-PCB廃棄物処理費		0		0		162,000		（株）日立物流東日本　土浦物流部土浦機工グループ		A0E51SA431074		A15009062		A15009062		9/24/15		随意契約		11/6/15		黒井　宗典		小髙　美里		12/28/15

		④廃棄物処分費合計（一般） ハイキブツ ショブン ヒ ゴウケイ イッパン												11,231,881



		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		1,565,849		（社）日本アイソトープ協会		A0F01JAAb1074		A15041620		A15041620		1/14/16		随意契約（第一号）		3/9/16		小泉　髙弘		萩原　雅之		3/15/16

		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		0		0		1,634,234		（社）日本アイソトープ協会		A0F01JAC11874		A15041620		A15041620		1/14/16		随意契約（第一号）		3/9/16		小泉　髙弘		萩原　雅之		3/15/16

		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		0		0		1,810,361		（社）日本アイソトープ協会		A0F01JAD11374		A15022725		A15022725		8/6/15		随意契約（第一号）		9/25/15		小泉　髙弘		萩原　雅之		9/30/15

		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		0		0		831,168		（社）日本アイソトープ協会		A0F01JAD11374		A15041620		A15041620		1/14/16		随意契約（第一号）		3/9/16		小泉　髙弘		萩原　雅之		3/15/16

		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・放射線・安全(J推)		0		0		1,674,734		（社）日本アイソトープ協会		I1F01JAAa3874		A15022725		A15022725		8/6/15		随意契約（第一号）		9/25/15		小泉　髙弘		萩原　雅之		9/30/15

		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・共通(J推)		0		0		1,391,450		（社）日本アイソトープ協会		I1F01JAAa4274		A15041620		A15041620		1/14/16		随意契約（第一号）		3/9/16		小泉　髙弘		萩原　雅之		3/15/16

		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		3,460,125		（社）日本アイソトープ協会		I1F01JAAb1074		A15022725		A15022725		8/6/15		随意契約（第一号）		9/25/15		小泉　髙弘		萩原　雅之		9/30/15

		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-シスコミ(J推)		0		0		4,982,472		（社）日本アイソトープ協会		I1F01JAC11474		A15022725		A15022725		8/6/15		随意契約（第一号）		9/25/15		小泉　髙弘		萩原　雅之		9/30/15

		④		環境整備		実験系廃棄物収集運搬処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-研究開発		0		0		472,716		松田産業㈱		A0D11PA021374		A15017260		A15017260		6/18/15		随意契約		8/18/15		広瀬　昌章		平　雅文		8/18/15

		④		環境整備		実験系廃棄物収集運搬処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(一般)-環境安全共通		0		0		587,065		松田産業㈱		A0D11SA111074		A15034233		A15034233		1/19/16		随意契約		3/4/16		広瀬　昌章		平　雅文		3/4/16

		④		環境整備		実験廃棄物収集運搬処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-研究開発		0		0		558,262		松田産業㈱		A0D11PA021374		A15020174		A15020174		9/15/15		随意契約		12/1/15		久保　篤志		平　雅文		11/30/15

		④		環境整備		密封線源引取料　一式		運交金-放射セ-加速器安全(J)-サーベイメータ等維持		0		0		109,080		（社）日本アイソトープ協会		A0D11JA011774		A15014375		A15014375		7/2/15		随意契約		7/23/15		久保　篤志		飯島　和彦		7/23/15

		④		環境整備		密封線源引取料　一式		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-共通経費		0		0		57,240		（社）日本アイソトープ協会		A0D11PA011074		A15005871		A15005871		5/26/15		随意契約		6/12/15		久保　篤志		岸本　祐二		6/12/15

		④		環境整備		密封線源引取料　一式		運交金-J-PARC-g-2(J)-物件費		0		0		25,920		（社）日本アイソトープ協会		A0F01JAAg1074		A15019357		A15019357		9/16/15		随意契約		10/21/15		澤畠　ひろ美		三部　勉		10/21/15

		④		環境整備		NU2建屋廃液排水 一式		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・二次ライン(J推)		0		0		583,200		（株）アトックス　東海営業所		I1F01JAAa1074		A15000112		A15000112		4/1/15		随意契約		6/24/15		尾田　和正		大山　雄一		3/31/16

		④廃棄物処分費合計（特殊） ハイキブツ ショブン ヒ ゴウケイ トクシュ												19,743,876



		⑤		環境整備		高エネ研(吾妻)２丁目職員宿舎生垣剪定その他工事		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		918,000		不二造園土木（株）		A1E51SA701074		A15042290		A15042290		3/16/16		随意契約		3/29/16		齋木　武		齋木　武		3/30/16

		⑤		環境整備		高エネ研（吾妻）２丁目職員宿舎等外灯ポール周辺支障枝剪定業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		432,000		不二造園土木（株）		A0E51SA511074		A15019931		A15019931		9/24/15		随意契約		10/20/15		佐藤　正和		齋木　武		11/10/15

		⑤		環境整備		高エネ研（吾妻）職員宿舎常緑樹剪定その他業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		993,600		不二造園土木（株）		A0E51SA511074		A15000957		A15000957		4/22/15		随意契約		6/3/15		中島　幸一郎		齋木　武		6/30/15

		⑤		環境整備		高エネ研（吾妻）職員宿舎西側歩道沿い低木刈込業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		150,120		不二造園土木（株）		A0E51SA511074		A15020794		A15020794		12/1/15		随意契約		12/15/15		中島　幸一郎		齋木　武		12/22/15

		⑤		環境整備		高エネ研（竹園）職員宿舎樹木剪定その他業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		993,600		不二造園土木（株）		A0E51SA511074		A15019929		A15019929		10/19/15		随意契約		12/7/15		中島　幸一郎		齋木　武		12/7/15

		⑤		環境整備		高エネ研(東海)１号館周辺枯損木伐採その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		324,000		不二造園土木（株）		A0E31SA821074		A15038869		A15038869		1/22/16		随意契約		3/3/16		佐藤　正和		府川　薫		3/15/16

		⑤		環境整備		高エネ研（東海）1号館周辺草刈その他業務（その２）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		885,600		不二造園土木（株）		A0E31SA821074		A15026903		A15026903		11/12/15		随意契約		2/1/16		中島　幸一郎		府川　薫		2/5/16

		⑤		環境整備		高エネ研（東海）50GeV周回道路支障枝剪定業務		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		965,520		不二造園土木（株）		A0F01JAE31074		A15018016		A15018016		8/27/15		随意契約		9/14/15		佐藤　正和		江幡　誠		10/2/15

		⑤		環境整備		高エネ研（東海）J-PARC構内東側地下水採取点通路支障枝剪定業務		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理		0		0		216,000		不二造園土木（株）		A0F01JAD11274		A15016597		A15016597		8/11/15		随意契約		9/15/15		中島　幸一郎		萩原　雅之		9/18/15

		⑤		環境整備		高エネ研（東海）J-PARC構内道路周辺他草刈その他業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		1,706,400		不二造園土木（株）		A0F01JAE21074		A15011415		A15011415		7/10/15		随意契約		9/3/15		中島　幸一郎		府川　薫		8/28/15

		⑤		環境整備		高エネ研（東海）ハドロン実験施設草刈業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		281,880		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE21074		A15015944		A15015944		8/6/15		随意契約		9/30/15		中島　幸一郎		府川　薫		9/25/15

		⑤		環境整備		高エネ研（東海）みの内宿舎草刈　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		529,200		不二造園土木（株）		A1E51SA213074		A15010231		A15010231		6/22/15		随意契約		10/5/15		菊池　進太郎		榎　香織		10/9/15

		⑤		環境整備		高エネ研（東海）東海1号館周辺草刈その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		464,400		不二造園土木（株）		A0E31SA821074		A15011419		A15011419		6/29/15		随意契約		9/10/15		中島　幸一郎		府川　薫		9/25/15

		⑤		環境整備		高エネ研構内枯損木伐採業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		594,000		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15011883		A15011883		7/6/15		随意契約		8/19/15		佐藤　正和		髙橋　誠		8/18/15

		⑤		環境整備		高エネ研構内枯損木伐採業務その2		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		864,000		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15034699		A15034699		1/21/16		随意契約		3/4/16		佐藤　正和		髙橋　誠		3/15/16

		⑤		環境整備		高エネ研構内高木維持管理工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		840,780		不二造園土木（株）		A1E31SA701074		A15043014		A15043014		2/1/16		随意契約		3/28/16		佐藤　正和		髙橋　誠		3/30/16

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（10月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		2,109,240		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15025476		A15025476		4/1/15		随意契約		11/2/15		佐藤　正和		髙橋　誠		10/31/15

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（11月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		1,908,360		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15028966		A15028966		4/1/15		随意契約		12/4/15		佐藤　正和		髙橋　誠		11/30/15

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（12月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		1,452,120		0		0		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15032513		A15034211		12/1/15		一般競争契約		1/6/16		佐藤　正和		髙橋　誠		12/31/15

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（12月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		1,452,120		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15034211				12/1/15		一般競争契約		1/6/16		佐藤　正和		髙橋　誠		12/31/15

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（12月分）		その他補助金等-機構共通-15H08 ふるさと文化財の森-事業費		355,800		0		0		不二造園土木（株）		I0E51AH080174		A15033945		A15034211		12/1/15		一般競争契約		1/6/16		佐藤　正和		髙橋　誠		12/31/15

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（12月分）		その他補助金等-機構共通-15H08 ふるさと文化財の森-事業費		0		0		355,800		不二造園土木（株）		I0E51AH080174		A15034211				12/1/15		一般競争契約		1/6/16		佐藤　正和		髙橋　誠		12/31/15

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（1月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		1,908,360		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15036782		A15036782		4/1/15		随意契約		2/3/16		佐藤　正和		髙橋　誠		1/31/16

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（2月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		2,008,800		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15037651		A15037651		4/1/15		一般競争契約		3/3/16		佐藤　正和		髙橋　誠		2/29/16

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（3月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		2,209,680		0		0		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15037656		A15044332		3/1/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		府川　薫		3/31/16

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（3月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		2,209,680		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15044332				3/1/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		府川　薫		3/31/16

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（3月分）		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		1,305,720		0		0		不二造園土木（株）		A1E31SA701074		A15042683		A15044332		3/1/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		府川　薫		3/31/16

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（3月分）		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		1,305,720		不二造園土木（株）		A1E31SA701074		A15044332				3/1/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		府川　薫		3/31/16

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（4月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		301,320		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15004513		A15004513		4/1/15		一般競争契約		5/11/15		佐藤　正和		髙橋　誠		4/30/15

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（5月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		1,244,160		0		0		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15008325		A15008532		5/1/15		随意契約		6/3/15		佐藤　正和		髙橋　誠		5/31/15

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（5月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		1,244,160		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15008532				5/1/15		随意契約		6/3/15		佐藤　正和		髙橋　誠		5/31/15

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（5月分）		その他補助金等-機構共通-15H08 ふるさと文化財の森-事業費		664,200		0		0		不二造園土木（株）		I0E51AH080174		A15008328		A15008532		5/1/15		随意契約		6/3/15		佐藤　正和		髙橋　誠		5/31/15

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（5月分）		その他補助金等-機構共通-15H08 ふるさと文化財の森-事業費		0		0		664,200		不二造園土木（株）		I0E51AH080174		A15008532				5/1/15		随意契約		6/3/15		佐藤　正和		髙橋　誠		5/31/15

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（6月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		4,419,360		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15012765		A15012765		4/1/15		随意契約		7/9/15		佐藤　正和		髙橋　誠		6/30/15

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（7月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		4,586,760		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15016158		A15016158		4/1/15		一般競争契約		8/3/15		佐藤　正和		髙橋　誠		7/31/15

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（8月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		7,265,160		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15018984		A15018984		4/1/15		随意契約		9/7/15		佐藤　正和		髙橋　誠		8/31/15

		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（9月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		3,247,560		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15022200		A15022200		4/1/15		随意契約		10/6/15		佐藤　正和		髙橋　誠		9/30/15

		⑤		環境整備		高エネ研構内道路等周辺草刈業務		収見合-施設部-タイ王女来訪(K裁量)-事業費		0		0		993,600		不二造園土木（株）		A1E31SAT21074		A15000635		A15000635		4/8/15		随意契約		4/30/15		中島　幸一郎		松本　利男		4/24/15

		⑤		環境整備		高エネ研竹園３丁目職員宿舎717棟草刈り他業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		159,840		不二造園土木（株）		A0E51SA511074		A15020295		A15020295		10/2/15		随意契約		10/20/15		佐藤　正和		齋木　武		11/10/15

		⑤		環境整備		高エネ研竹園3丁目職員宿舎７２３棟草刈り他業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		144,720		不二造園土木（株）		A0E51SA511074		A15014856		A15014856		7/28/15		随意契約		8/3/15		齋木　武		齋木　武		7/31/15

		⑤		環境整備		高エネ研東側敷地境界付近低木刈込その他業務		収見合-施設部-タイ王女来訪(K裁量)-事業費		0		0		870,480		不二造園土木（株）		A1E31SAT21074		A15000639		A15000639		4/10/15		随意契約		4/30/15		中島　幸一郎		松本　利男		4/24/15

		⑤		環境整備		高エネ研北側敷地境界既存樹木伐採工事		収見合-施設部-樹木伐採経費(K裁量)-工事費		0		0		496,800		不二造園土木（株）		A1E31SATa1074		A15022428		A15022428		10/6/15		随意契約		11/20/15		佐藤　正和		髙橋　誠		11/20/15

		⑤		環境整備		高エネ研北側敷地境界既存樹木伐採工事（その2）		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		993,600		不二造園土木（株）		A1E31SA701074		A15042349		A15042349		2/29/16		随意契約		3/28/16		佐藤　正和		髙橋　誠		3/28/16

		⑤		環境整備		太田団地草刈　　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		289,440		不二造園土木（株）		A1E51SA212074		A15010228		A15010228		6/22/15		随意契約		10/5/15		菊池　進太郎		榎　香織		10/9/15

		⑤		環境整備		太田団地草刈　一式		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		102,400		不二造園土木（株）		A0E51SA512074		A15010246		A15010246		6/22/15		随意契約		10/5/15		菊池　進太郎		江幡　誠		10/9/15

		⑤緑地管理費合計 リョクチ カンリヒ ゴウケイ												50,196,580



		⑥		その他修繕費		高エネ研管理棟駐車場区画線工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		360,450		（株）ミヤモト開発		A0E31SA81106I		A15004500		A15004500		5/12/15		随意契約		5/21/15		中島　幸一郎		髙橋　誠		5/29/15

		⑥		その他修繕費		高エネ研第2低温棟南側駐車場路盤補修その他工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		999,540		(株)カタオカエンジニアリング		A1E31SA70106I		A15042411		A15042411		2/3/16		随意契約		3/24/16		佐藤　正和		髙橋　誠		3/24/16

		⑥		その他修繕費		高エネ研環境整備（テニスコート）改修その他工事		収見合-施設部-機構西側境界ﾌｪﾝｽ経費(K裁量)-工事費		2,664,360		0		0		不二造園土木（株）		A1E31SAT9106I		A15021009		A15036011		10/30/15		一般競争契約		1/28/16		佐藤　正和		髙橋　誠		2/26/16

		⑥		その他修繕費		高エネ研環境整備（テニスコート）改修その他工事		収見合-施設部-機構西側境界ﾌｪﾝｽ経費(K裁量)-工事費		0		0		2,664,360		不二造園土木（株）		A1E31SAT9106I		A15036011				10/30/15		一般競争契約		1/28/16		佐藤　正和		髙橋　誠		2/26/16

		⑥		その他修繕費		高エネ研環境整備（テニスコート）改修その他工事		収見合-機構共通-運動施設経費(K裁量)-工事費		4,679,640		0		0		不二造園土木（株）		A1E51SAT7106I		A15020152		A15036011		10/30/15		一般競争契約		1/28/16		佐藤　正和		髙橋　誠		2/26/16

		⑥		その他修繕費		高エネ研環境整備（テニスコート）改修その他工事		収見合-機構共通-運動施設経費(K裁量)-工事費		0		0		4,679,640		不二造園土木（株）		A1E51SAT7106I		A15036011				10/30/15		一般競争契約		1/28/16		佐藤　正和		髙橋　誠		2/26/16

		⑥		その他修繕費		高エネ研北側構内周回道路側溝取設工事		受託研費-施設部-構内道路･標示補修(間接･K裁量)-事業費		0		0		421,200		（株）ミヤモト開発		C2E31AkT3106I		A15004962		A15004962		5/13/15		随意契約		6/2/15		中島　幸一郎		髙橋　誠		6/12/15

		⑥		その他修繕費		高エネ研（東海）1号館南側駐車場路面標示工事		受託研費-機構共通-東海C運営費(間接)-物件費		0		0		291,600		東康建設工業（株）		C2E51Ak20106I		A15029824		A15029824		12/8/15		随意契約		1/7/16		中島　幸一郎		山口　陽		1/22/16

		⑥		移設撤去		高エネＭＲ・Ｄ７電源棟南側仮設通路仮設外灯撤去工事		運交金-加七-光源運転経費(26・リダ)-共通経費		0		0		237,600		（株）協和エレックス		A0C27XAV22090		A15003078		A15003078		5/7/15		随意契約		5/20/15		中島　幸一郎		長橋　進也		5/29/15

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区等外灯改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		767,880		（株）須藤電気商会		A0E31SA81206F		A15026048		A15026048		1/27/16		随意契約		2/26/16		佐藤　正和		塚本　智		2/26/16

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研県道２１３号側構内外灯用電源改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		2,154,600		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15006009		A15006009		6/3/15		随意契約		7/10/15		佐藤　正和		塚本　智		7/10/15

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ﾕｰｻﾞｰ宿泊施設南側車道雨水桝蓋改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		363,960		東康建設工業（株）		A0E31SA82106F		A15011327		A15011327		6/26/15		随意契約		7/16/15		中島　幸一郎		府川　薫		8/21/15

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎811号棟南側雨水管改修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		982,800		(株)カタオカエンジニアリング		A0E51SA51106F		A15006900		A15006900		6/3/15		随意契約		8/26/15		中島　幸一郎		齋木　武		8/26/15

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎201号棟駐車場舗装補修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		270,000		（株）ミヤモト開発		A0E51SA51106F		A15010913		A15010913		6/25/15		随意契約		7/24/15		齋木　武		齋木　武		9/30/15

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員宿舎竹園３丁目他外灯交換工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		862,920		（有）信濃電設		A0E51SA51106F		A15020210		A15020210		9/15/15		随意契約		12/25/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201棟通路灯タイマー他交換工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		83,160		（有）信濃電設		A0E51SA51106F		A15020292		A15020292		9/16/15		随意契約		10/16/15		齋木　武		齋木　武		11/30/15

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目外職員宿舎外灯塗装等補修		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		702,000		（株）神山		A0E51SA51106F		A15019670		A15019670		9/16/15		随意契約		11/25/15		齋木　武		齋木　武		12/21/15

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎805号棟駐輪場転倒防止用手摺取設工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		486,000		ツクバメンテナンス（株）		A0E51SA51106F		A15020094		A15020094		9/17/15		随意契約		11/11/15		佐藤　正和		齋木　武		11/11/15

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎806号棟北側舗装改修その他工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		442,800		（株）ミヤモト開発		A0E51SA51106F		A15019934		A15019934		10/2/15		随意契約		11/11/15		佐藤　正和		齋木　武		11/30/15

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（竹園）職員宿舎705棟東側擁壁改修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		974,160		(株)カタオカエンジニアリング		A0E51SA51106F		A15027982		A15027982		1/5/16		随意契約		2/5/16		佐藤　正和		齋木　武		2/5/16

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目725棟付近外灯修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		12,420		（株）須藤電気商会		A0E51SA51106F		A15009006		A15009006		8/28/15		随意契約		1/6/16		齋木　武		齋木　武		1/6/16

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806棟付近外灯水銀灯交換		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		21,600		（有）信濃電設		A0E51SA51106F		A15039858		A15039858		2/24/16		随意契約		2/29/16		齋木　武		齋木　武		3/4/16

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟他外灯立替え補修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		751,680		（有）信濃電設		A0E51SA51106F		A15033861		A15033861		1/28/16		随意契約		3/31/16		齋木　武		齋木　武		3/31/16

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟北側車両通路アスファルト舗装その他工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		998,460		(株)カタオカエンジニアリング		A1E31SA70106F		A15042415		A15042415		2/25/16		随意契約		3/28/16		佐藤　正和		髙橋　誠		3/28/16

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟周辺舗装道路補修その他工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		734,400		（株）ミヤモト開発		A1E31SA70106F		A15042657		A15042657		2/29/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		府川　薫		3/29/16

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研STF棟東側道路補修工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		972,000		（株）ミヤモト開発		A1E31SA70106F		A15042662		A15042662		2/8/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		府川　薫		3/28/16

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構内東通り外灯改修その他工事		収見合-施設部-エコアイデア(K裁量)-事業費		0		0		3,651,480		（有）信濃電設		A1E31SAT3106F		A15005730		A15005730		6/19/15		一般競争契約		10/2/15		佐藤　正和		瀬谷　憲明		9/30/15

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟付近外灯点灯器具交換修繕		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		42,120		（有）信濃電設		A1E51SA70106F		A15042009		A15042009		3/15/16		随意契約		3/31/16		齋木　武		齋木　武		3/31/16

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟周辺構内道路改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		2,451,600		（株）ミヤモト開発		E0E31A110016F		A15010760		A15010760		6/24/15		随意契約		8/19/15		佐藤　正和		府川　薫		9/30/15

		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟南側Ｕ字側溝取設工事		運交金-先端-国際科学イノベ拠点(26・リダ)-設備費		0		0		615,600		(株)羽原工務店		A0EAAXAV3106F		A15009692		A15009692		6/12/15		随意契約		7/13/15		佐藤　正和		道園　真一郎		7/30/15

		⑥		他委託		高エネ研1号館北側駐車場区画線工事		受託研費-施設部-構内道路･標示補修(間接･K裁量)-事業費		0		0		297,000		（株）ミヤモト開発		C2E31AkT31078		A15020348		A15020348		9/17/15		随意契約		10/29/15		佐藤　正和		髙橋　誠		11/27/15

		⑥		構築物		高エネ研管理棟北側砕石舗装駐車場増設工事（その２）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		874,800		(株)カタオカエンジニアリング		A0E31SA811004		A15000263		A15000263		4/3/15		随意契約		5/18/15		中島　幸一郎		玉盛　絵里香		5/29/15

		⑥		構築物		高エネ研安全衛生推進室前駐輪場取設工事		収見合-施設部-安衛室駐輪場取設(K裁量)-事業費		0		0		615,600		(株)カタオカエンジニアリング		A1E31SAT41004		A15006242		A15006242		5/21/15		随意契約		8/10/15		中島　幸一郎		髙橋　誠		7/31/15

		⑥		構築物		高エネ研南門外灯取設工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		739,800		（有）森田電気商会		E0E31A1100104		A15008577		A15008577		6/10/15		随意契約		7/13/15		中島　幸一郎		塚本　智		7/31/15

		⑥		構築物		高エネ研４号館東側歩道等外灯取設工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		1,058,400		メイデン（株）		E0E31A1100104		A15002794		A15002794		4/27/15		随意契約		7/10/15		佐藤　正和		氏家　和輝		7/10/15

		⑥		他委託		高エネ研（竹園）職員宿舎704棟等試掘調査その他業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		399,600		(株)カタオカエンジニアリング		A0E51SA511078		A15019932		A15019932		11/10/15		随意契約		12/7/15		中島　幸一郎		齋木　武		12/10/15

		⑥校地維持費合計 コウチ イジヒ ゴウケイ												31,981,230



		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研受水槽・高置水槽清掃		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,080,000		（株）ダイトー		A0E31BPA1206B		A15005695		A15005695		6/3/15		随意契約		8/31/15		佐藤　正和		丸山　雅史		9/4/15

		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館受水槽他清掃及び水質検査		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		301,320		（株）アトックス　東海営業所		A0E31SA82306B		A15010305		A15010305		6/9/15		随意契約		3/25/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/25/16

		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（吾妻・竹園）職員宿舎屋上ドレン清掃業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		231,984		(株）共進工業		A0E51SA51106B		A15000742		A15000742		4/23/15		随意契約		5/28/15		中島　幸一郎		齋木　武		6/5/15

		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)ニュートリノモニター棟地下２階側溝清掃業務(その２)		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		108,864		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2106B		A15026900		A15026900		12/15/15		随意契約		2/1/16		中島　幸一郎		府川　薫		3/15/16

		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第3設備棟清掃作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		201,960		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2306B		A15026420		A15026420		10/16/15		随意契約		12/3/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/27/15

		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研研究本館前汚水配管高圧洗浄作業		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		108,000		関彰エンジニアリング（株）		A0E31SA81306B		A15020691		A15020691		9/1/15		随意契約		10/2/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/2/15

		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研給水施設清掃等保守点検（職員宿舎）		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		788,400		（株）ダイトー		A0E51SA51106B		A15000959		A15000959		6/23/15		随意契約		9/30/15		中島　幸一郎		齋木　武		10/2/15

		⑦		環境整備		高エネ研吾妻２丁目811棟蜂の巣駆除ほか		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		49,680		高橋興業（株）		A0E51SA511074		A15020113		A15020113		9/14/15		随意契約		9/25/15		齋木　武		齋木　武		9/30/15

		⑦		環境整備		 3号館424室居室清掃　一式		運交金-素核研-ILC測定器(一般)-物件費		0		0		151,200		高橋興業（株）		A0A20SAn11074		A15043391		A15043391		3/18/16		随意契約		3/28/16		蛯原　真奈美		藤井　恵介		3/28/16

		⑦		環境整備		4号館112号室清掃　一式		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		64,800		高橋興業（株）		A0D13SA091274		A15003259		A15003259		4/10/15		随意契約		4/17/15		久保　篤志		中本　建志		4/17/15

		⑦		環境整備		4号館居室清掃　一式		運交金-素核研-低温(一般)-物件費		0		0		124,200		高橋興業（株）		A0A20SAi11074		A15042270		A15042270		3/9/16		随意契約		3/25/16		蛯原　真奈美		槙田　康博		3/25/16

		⑦		環境整備		AR北棟実験室床面洗浄ワックス塗布　一式		運交金-放一・二-放射光(一般)-PF共通		0		0		43,200		高橋興業（株）		A0B10SA081074		A15034815		A15034815		1/21/16		随意契約		2/17/16		石本　文子		船守　展正		3/31/16

		⑦		環境整備		PF研究棟１F渡り廊下他ガラス・壁面清掃　一式		収見合-機構共通-タイ王女来訪(K裁量)-物件費		0		0		97,200		高橋興業（株）		A1E51SAT21074		A15001310		A15001310		4/14/15		随意契約		4/16/15		伊藤　春美		仁井田　長剛		4/17/15

		⑦		環境整備		PF光源棟他トイレ清掃　一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		190,080		高橋興業（株）		A0BB1PA031074		A15015234		A15015234		5/1/15		随意契約		7/10/15		岡野　清美		足立　伸一		7/31/15

		⑦		環境整備		PF光源棟他トイレ清掃　一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		237,600		高橋興業（株）		A0BB1PA031074		A15035589		A15035589		9/30/15		随意契約		2/4/16		岡野　清美		足立　伸一		2/4/16

		⑦		環境整備		PF光源棟他トイレ清掃　一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		95,040		高橋興業（株）		A0BB1PA031074		A15036803		A15036803		2/3/16		随意契約		3/18/16		岡野　清美		足立　伸一		3/18/16

		⑦		環境整備		ハウスクリーニング　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		48,600		高橋興業（株）		A1E51SA212074		A15004232		A15004232		4/30/15		随意契約		5/15/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		5/15/15

		⑦		環境整備		ハウスクリーニング　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		48,600		高橋興業（株）		A1E51SA212074		A15023709		A15023709		10/13/15		随意契約		10/21/15		菊池　進太郎		榎　香織		10/23/15

		⑦		環境整備		ハチ駆除業務　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		64,800		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15016127		A15016127		7/1/15		随意契約		8/3/15		黒井　宗典		黒井　宗典		8/3/15

		⑦		環境整備		ハチ駆除業務　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		140,400		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15019351		A15019351		7/30/15		随意契約		9/1/15		黒井　宗典		黒井　宗典		9/1/15

		⑦		環境整備		ハチ駆除業務　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		81,000		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15022896		A15022896		8/31/15		随意契約		10/1/15		黒井　宗典		黒井　宗典		10/1/15

		⑦		環境整備		ハドロン実験ホール床清掃　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		129,600		日本アドバンストテクノロジー（株）		A0F01JAAb1074		A15043280		A15043280		3/17/16		随意契約		3/25/16		横山　由香		武藤　亮太郎		3/25/16

		⑦		環境整備		ハドロン実験ホール床清掃　一式		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		162,000		日本アドバンストテクノロジー（株）		I1F01JAAb1074		A15014121		A15014121		7/29/15		随意契約		8/6/15		澤畠　ひろ美		武藤　亮太郎		8/6/15

		⑦		環境整備		ハドロン実験準備棟増築部分日常清掃　一式		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		106,920		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15031909		A15031909		12/17/15		随意契約		3/31/16		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（10月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,443,035		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002611		A15002611		4/1/15		一般競争契約		11/2/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（11月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,433,415		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002613		A15002613		4/1/15		一般競争契約		12/1/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（12月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,463,385		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002614		A15002614		4/1/15		一般競争契約		1/4/16		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（1月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,414,360		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002616		A15002616		4/1/15		一般競争契約		2/1/16		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（2月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,431,565		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002617		A15002617		4/1/15		一般競争契約		3/1/16		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（3月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,495,760		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002618		A15002618		4/1/15		随意契約		3/31/16		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（4月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,472,635		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002603		A15002603		4/1/15		一般競争契約		5/7/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（5月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,437,670		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002604		A15002604		4/1/15		一般競争契約		6/1/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（6月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,455,985		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002606		A15002606		4/1/15		随意契約		7/1/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（7月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,451,360		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002607		A15002607		4/1/15		一般競争契約		8/3/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（8月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,424,720		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002609		A15002609		4/1/15		随意契約		9/1/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（9月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,442,850		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002610		A15002610		4/1/15		一般競争契約		10/1/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（10月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008163		A15008163		4/1/15		一般競争契約		11/2/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（10月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		376,568		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008163		A15008163		4/1/15		一般競争契約		11/2/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（11月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008165		A15008165		4/1/15		一般競争契約		12/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（11月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		376,568		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008165		A15008165		4/1/15		一般競争契約		12/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（12月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008166		A15008166		4/1/15		一般競争契約		1/4/16		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（12月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		376,568		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008166		A15008166		4/1/15		一般競争契約		1/4/16		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（1月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008168		A15008168		4/1/15		一般競争契約		2/1/16		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（1月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		376,568		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008168		A15008168		4/1/15		一般競争契約		2/1/16		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（2月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008169		A15008169		4/1/15		随意契約		3/1/16		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（2月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		376,568		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008169		A15008169		4/1/15		随意契約		3/1/16		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（3月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008170		A15008170		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（3月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		376,568		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008170		A15008170		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（４月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15007979		A15007979		4/1/15		一般競争契約		5/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（４月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		345,074		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15007979		A15007979		4/1/15		一般競争契約		5/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（5月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008158		A15008158		4/1/15		一般競争契約		6/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（5月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		345,074		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008158		A15008158		4/1/15		一般競争契約		6/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（6月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008159		A15008159		4/1/15		一般競争契約		7/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（6月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		345,074		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008159		A15008159		4/1/15		一般競争契約		7/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（7月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008160		A15008160		4/1/15		一般競争契約		8/3/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（7月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		345,074		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008160		A15008160		4/1/15		一般競争契約		8/3/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（8月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008161		A15008161		4/1/15		一般競争契約		9/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（8月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		351,416		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008161		A15008161		4/1/15		一般競争契約		9/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（9月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008162		A15008162		4/1/15		一般競争契約		10/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（9月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		376,568		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008162		A15008162		4/1/15		一般競争契約		10/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		⑦		環境整備		高エネ研（東海）ﾆｭｰﾄﾘﾉﾓﾆﾀｰ棟地下２階側溝清掃業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		108,864		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE21074		A15013353		A15013353		7/14/15		随意契約		9/3/15		佐藤　正和		府川　薫		9/30/15

		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務　一式　12月分		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		15,120		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006856		A15006856		4/1/15		随意契約		1/4/16		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務　一式（10月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		16,740		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006854		A15006854		4/1/15		随意契約		11/2/15		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務　一式（11月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		12,960		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006855		A15006855		4/1/15		随意契約		12/1/15		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務　一式（1月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		15,120		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006857		A15006857		4/1/15		随意契約		2/1/16		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		⑦		環境整備		太田団地Ｂ棟仮眠室清掃業務　一式（2月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		15,120		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006858		A15006858		4/1/15		随意契約		3/1/16		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		⑦		環境整備		太田団地Ｂ棟仮眠室清掃業務　一式（3月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		17,280		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006859		A15006859		4/1/15		随意契約		3/31/16		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		⑦		環境整備		太田団地Ｂ棟仮眠室清掃業務　一式（4月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		15,120		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006845		A15006845		4/1/15		随意契約		5/1/15		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務　一式（5月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,580		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006846		A15006846		4/1/15		随意契約		6/1/15		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務　一式（6月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		17,280		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006847		A15006847		4/1/15		随意契約		7/1/15		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務　一式（7月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		16,740		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006851		A15006851		4/1/15		随意契約		8/3/15		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務　一式（8月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		15,120		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006852		A15006852		4/1/15		随意契約		9/1/15		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務　一式（9月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		15,120		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006853		A15006853		4/1/15		随意契約		10/1/15		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		⑦		環境整備		体育館1F床面清掃業務　一式		収見合-機構共通-運動施設経費(K裁量)-工事費		0		0		200,016		高橋興業（株）		A1E51SAT71074		A15028815		A15028815		12/10/15		随意契約		1/4/16		伊藤　春美		志村　利夫		1/4/16

		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（10月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		78,732		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15025553		A15025553		4/1/15		随意契約		11/4/15		岡野　清美		足立　伸一		10/30/15

		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（11月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		61,236		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15029316		A15029316		4/1/15		随意契約		12/4/15		大橋　康代		足立　伸一		11/30/15

		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（12月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		69,984		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15032602		A15032602		4/1/15		随意契約		1/7/16		岡野　清美		足立　伸一		1/7/16

		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（1月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		34,992		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15037278		A15037278		4/1/15		随意契約		2/4/16		岡野　清美		足立　伸一		2/5/16

		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（2月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		34,992		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15040945		A15040945		4/1/15		随意契約		3/1/16		岡野　清美		足立　伸一		3/1/16

		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（4月分）　一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		17,496		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15003874		A15003874		4/1/15		随意契約		5/7/15		大橋　康代		足立　伸一		4/30/15

		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（5月分）　一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		69,984		テスコ（株）		A0B10PA021174		A15008320		A15008320		4/1/15		随意契約		6/1/15		大橋　康代		足立　伸一		6/3/15

		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（6月分） 一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		78,732		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15012435		A15012435		4/1/15		随意契約		7/1/15		大橋　康代		足立　伸一		6/30/15

		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（7月分） 一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		17,496		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15015628		A15015628		4/1/15		随意契約		8/3/15		大橋　康代		足立　伸一		8/5/15

		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（8月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		17,496		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15018866		A15018866		4/1/15		随意契約		9/1/15		大橋　康代		足立　伸一		9/1/15

		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（9月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		34,992		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15022136		A15022136		4/1/15		随意契約		10/5/15		大橋　康代		足立　伸一		9/30/15

		⑦		環境整備		放射光研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（3月分） 一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		52,488		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15044467		A15044467		3/1/16		随意契約		3/31/16		石本　文子		足立　伸一		3/31/16

		⑦清掃費合計 セイソウ ヒ ゴウケイ												45,680,788



		⑧		他委託		構内警備業務（つくばキャンパス）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		45,904,320		東京警備保障（株）		A0E41SA122678		A15003332		A15003332		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		舟山　広貴		五百川　裕弥		3/31/16

		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		751,680		新安全警備保障（株）		A0E41SA122678		A15006734		A15006734		4/1/15		随意契約		3/31/16		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		⑧		他委託		構内外巡回警備業務　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		2,214,000		東京警備保障（株）		A0E41SA122678		A15022738		A15022738		10/7/15		随意契約		2/3/16		黒井　宗典		五百川　裕弥		2/5/16

		⑧警備費合計 ケイビ ヒ ゴウケイ												48,870,000



		⑨		電力		平成27年度東京連絡所における費用負担額　　一式		運交金-管理局-施設部(一般)-東京連絡所		0		0		21,180		大学共同利用機関法人　情報・システム研究機構		A0E41SA101150		A15010954		A15010954		6/29/15		随意契約		1/25/16		小林　利弘		鈴木　英史		3/31/16

		⑨		電力		電気料（4月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,668,083		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15002740		A15002740		4/1/15		随意契約		4/20/15		伊藤　春美		伊藤　春美		6/30/15

		⑨		電力		電気料（4月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		4,983		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005118		A15005118		4/1/15		随意契約		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（4月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		2,033,690		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15006054		A15006054		4/1/15		随意契約		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（5月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,260,183		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15006655		A15006655		4/1/15		随意契約		5/20/15		伊藤　春美		伊藤　春美		6/30/15

		⑨		電力		電気料（5月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		4,999		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005353		A15005353		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,696,523		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15010173		A15010173		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（6月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,199,775		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15010982		A15010982		4/1/15		随意契約		6/23/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（6月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		4,713		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005356		A15005356		4/1/15		随意契約		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（6月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,826,454		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15013713		A15013713		4/1/15		随意契約		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		1,228,266		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15013953		A15014817		4/1/15		随意契約		7/21/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,228,266		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15014817				4/1/15		随意契約		7/21/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		4,399		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005358		A15005358		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7/16～7/31）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		743,234		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SA205050		A15010882		A15010882		4/1/15		随意契約		8/17/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,215,806		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15017045		A15017045		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（8月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,327,544		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SA205050		A15013955		A15013955		4/1/15		随意契約		9/8/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（8月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		4,181		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005361		A15005361		4/1/15		随意契約		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（8月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		947,577		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15020680		A15020680		4/1/15		随意契約		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,963		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005366		A15005366		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,884,835		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15023882		A15023882		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		1,144,481		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15013957		A15024486		4/1/15		随意契約		10/8/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,144,481		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SA205050		A15024486				4/1/15		随意契約		10/8/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		920,032		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15013958		A15026616		11/12/15		随意契約		11/12/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,929		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005368		A15005368		4/1/15		随意契約		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		920,032		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SA205050		A15026616				11/12/15		随意契約		11/12/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		83,533,502		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15027661		A15027661		4/1/15		随意契約		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（11月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,040,997		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SA205050		A15013959		A15013959		4/1/15		随意契約		12/8/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（11月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,970		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005370		A15005370		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		146,684,699		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15031289		A15031289		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,970		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005374		A15005374		4/1/15		随意契約		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		1,344,290		0		0		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SA205050		A15013961		A15033837		4/1/15		随意契約		1/15/16		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,344,290		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SA205050		A15033837				4/1/15		随意契約		1/15/16		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		129,547,218		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15035199		A15035199		4/1/15		随意契約		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,929		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005378		A15005378		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		1,559,442		0		0		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SA205050		A15013962		A15037507		4/1/15		随意契約		2/8/16		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,559,447		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SA205050		A15037507				4/1/15		随意契約		2/8/16		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		78,047,591		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15039160		A15039160		4/9/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,861		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005380		A15005380		4/1/15		随意契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		1,512,482		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15013963		A15042831		5/18/15		一般競争契約		3/8/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,512,482		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15042831				5/18/15		一般競争契約		3/8/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		130,155,735		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15043540		A15043540		4/9/15		随意契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		1,345,718		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15013964		A15044529		4/1/15		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,345,718		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15044529				4/1/15		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,759		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005381		A15005381		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		229,684,641		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（4月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		75,162		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000762		A15000762		4/1/15		随意契約		4/22/15		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		⑨		電力		電気料（5月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		71,103		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000764		A15000764		4/1/15		随意契約		5/22/15		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		⑨		電力		電気料（6月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		70,175		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000765		A15000765		4/1/15		随意契約		6/22/15		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		69,893		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000767		A15000767		4/1/15		随意契約		7/22/15		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		⑨		電力		電気料（8月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		68,113		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000768		A15000768		4/1/15		随意契約		8/21/15		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		66,596		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000769		A15000769		4/1/15		随意契約		9/24/15		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		69,057		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000771		A15000771		4/1/15		随意契約		10/22/15		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		⑨		電力		電気料（11月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		66,097		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000772		A15000772		4/1/15		随意契約		11/20/15		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		65,464		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000773		A15000773		4/1/15		随意契約		12/21/15		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		66,730		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000774		A15000774		4/1/15		随意契約		1/21/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		66,789		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000775		A15000775		4/1/15		随意契約		2/22/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		65,029		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000776		A15000776		4/1/15		随意契約		3/23/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		⑨		電力		電気料(4月分)太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		6,148		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		427772				4/27/15

		⑨		電力		電気料(5月分)太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		5,339		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		430436				5/25/15

		⑨		電力		電気料（6月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		4,754		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15010261		A15010261		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）太田団地共用棟		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		4,617		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15010312		A15014639		4/1/15		随意契約		7/27/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		4,617		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15014639				4/1/15		随意契約		7/27/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（8月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		5,015		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15010897		A15010897		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）太田団地共用棟（A棟分）　一式		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		4,323		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15010315		A15021256		4/1/15		随意契約		9/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		4,323		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15021256				4/1/15		随意契約		9/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）太田団地共用棟		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		5,256		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15010316		A15024884		4/1/15		随意契約		10/29/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		5,256		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15024884				4/1/15		随意契約		10/29/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（11月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		4,922		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15029080				4/1/15		随意契約		11/26/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		5,052		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15010319		A15031963		4/1/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		5,052		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15031963				4/1/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		5,694		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15010321		A15035264		4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		5,694		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15035264				4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		4,899		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15010323		A15040089		4/1/15		随意契約		2/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		4,899		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15040089				4/1/15		随意契約		2/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）太田団地共用棟　一式		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		4,526		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15022542		A15044174		4/1/15		随意契約		3/28/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）太田団地共用灯　一式		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		4,526		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15044174				4/1/15		随意契約		3/28/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		18,261		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		0000427412-02				4/27/15

		⑨		電力		電気料（4月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,961		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15008780				4/1/15		随意契約		5/25/15		尾田　和正		尾田　和正		3/31/16

		⑨		電力		電気料（6月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		4,660		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15010265		A15011300		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（6月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		10,017		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15010281		A15011300		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（6月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,677		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15011300				4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		4,593		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15010894		A15014638		4/1/15		随意契約		7/27/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		9,378		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15012392		A15014638		4/1/15		随意契約		7/27/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		13,971		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15014638				4/1/15		随意契約		7/27/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（8月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		17,475		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15011314		A15011314		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		10,618		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15012400		A15021258		4/1/15		随意契約		9/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		5,697		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15011106		A15021258		4/1/15		随意契約		9/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		16,315		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15021258				4/1/15		随意契約		9/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）太田団地Ｂ・Ｃ棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		11,066		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15012401		A15024902		4/1/15		随意契約		10/29/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		6,064		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15011107		A15024902		4/1/15		随意契約		10/29/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		17,130		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15024902				4/1/15		随意契約		10/29/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		4,536		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15011108		A15028153		4/1/15		随意契約		11/26/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8,717		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15012402		A15028153		4/1/15		随意契約		11/26/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		13,253		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15028153				4/1/15		随意契約		11/26/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8,270		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15012403		A15031996		4/1/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		2,992		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15011109		A15031996		4/1/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		12,515		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15031996				4/1/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		4,251		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15011110		A15035265		4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		10,568		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15012405		A15035265		4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,819		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15035265				4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		10,355		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15012406		A15040098		4/1/15		随意契約		2/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		4,706		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15011111		A15040098		4/1/15		随意契約		2/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		15,061		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15040098				4/1/15		随意契約		2/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		5,468		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15044355		A15044364		3/30/16		随意契約		3/28/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7,621		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15021446		A15044364		3/30/16		随意契約		3/28/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）太田団地B・C棟　一式		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		13,089		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15044364				3/30/16		随意契約		3/28/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（4月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		43,300		茨城県		A0F01JAE31050		A15006548		A15006548		4/1/15		随意契約		5/26/15		伊藤　春美		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（5月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		40,300		茨城県		A0F01JAE31050		A15006552		A15006552		4/1/15		随意契約		7/16/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（6月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		51,600		茨城県		A0F01JAE31050		A15006553		A15006553		4/1/15		随意契約		8/17/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（7月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		50,700		茨城県		A0F01JAE31050		A15006554		A15006554		4/1/15		随意契約		9/8/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（8月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		60,900		茨城県		A0F01JAE31050		A15006555		A15006555		4/1/15		随意契約		9/17/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（9月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		34,200		茨城県		A0F01JAE31050		A15006556		A15006556		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（10月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		36,600		茨城県		A0F01JAE31050		A15006557		A15006557		4/1/15		随意契約		11/24/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（11月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		24,400		茨城県		A0F01JAE31050		A15006558		A15006558		4/1/15		随意契約		2/2/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（12月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		31,100		茨城県		A0F01JAE31050		A15006559		A15006559		4/1/15		随意契約		2/2/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（1月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		44,200		茨城県		A0F01JAE31050		A15006560		A15006560		4/1/15		随意契約		3/8/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（2月分）　一式		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		55,500		茨城県		A0F01JAE31050		A15006561		A15006561		4/1/15		随意契約		3/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（3月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		60,300		茨城県		A0F01JAE31050		A15006562		A15006562		3/31/16		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料(4月)		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		469,150		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		430397				5/18/15

		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（5月分）　		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		391,895		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15006084		A15006084		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（6月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		458,668		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15006080		A15006080		4/1/15		随意契約		7/22/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（7月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		501,039		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15013767		A15013767		4/1/15		随意契約		8/14/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（8月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		550,513		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15022022		A15022022		4/1/15		随意契約		9/11/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（9月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		427,054		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15022026		A15022026		4/1/15		随意契約		10/22/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（10月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		401,465		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15022029		A15022029		4/1/15		随意契約		11/16/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（11月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		425,384		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15022030		A15022030		4/1/15		随意契約		12/17/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（12月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		465,228		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15022032		A15022032		4/1/15		随意契約		1/20/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（1月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		558,235		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15022033		A15022033		4/1/15		随意契約		2/23/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（2月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		566,336		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15022035		A15022035		4/1/15		随意契約		3/14/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（3月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		541,521		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15022036		A15022036		3/31/16		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）		収見合-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		40,622,557		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA105050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（4月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		312,282		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15006054		A15006054		4/1/15		随意契約		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		253,025		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15010173		A15010173		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（6月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		299,331		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15013713		A15013713		4/1/15		随意契約		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		168,816		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15017045		A15017045		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（8月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		186,133		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15020680		A15020680		4/1/15		随意契約		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		239,979		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15023882		A15023882		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		299,574		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15027661		A15027661		4/1/15		随意契約		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		349,491		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15031289		A15031289		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		569,272		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15035199		A15035199		4/1/15		随意契約		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		686,015		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15039160		A15039160		4/9/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		654,503		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15043540		A15043540		4/9/15		随意契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		446,116		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（4月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		648,378		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15002740		A15002740		4/1/15		随意契約		4/20/15		伊藤　春美		伊藤　春美		6/30/15

		⑨		電力		電気料（5月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		503,660		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15006655		A15006655		4/1/15		随意契約		5/20/15		伊藤　春美		伊藤　春美		6/30/15

		⑨		電力		電気料（6月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		460,336		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15010982		A15010982		4/1/15		随意契約		6/23/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		471,900		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15010884		A15014817		4/1/15		随意契約		7/21/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		471,900		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15014817				4/1/15		随意契約		7/21/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7/16～7/31）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		213,076		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SA211050		A15010882		A15010882		4/1/15		随意契約		8/17/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（8月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		376,942		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SA211050		A15013955		A15013955		4/1/15		随意契約		9/8/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		343,163		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SA211050		A15024486				4/1/15		随意契約		10/8/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		431,240		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15010887		A15026616		11/12/15		随意契約		11/12/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		431,240		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SA211050		A15026616				11/12/15		随意契約		11/12/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（11月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		495,420		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SA211050		A15013959		A15013959		4/1/15		随意契約		12/8/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		456,078		0		0		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SA211050		A15010891		A15033837		4/1/15		随意契約		1/15/16		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		456,078		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SA211050		A15033837				4/1/15		随意契約		1/15/16		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		578,685		0		0		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SA211050		A15010892		A15037507		4/1/15		随意契約		2/8/16		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		578,680		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SA211050		A15037507				4/1/15		随意契約		2/8/16		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		546,621		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15042831				5/18/15		一般競争契約		3/8/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		553,983		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15021441		A15044529		4/1/15		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		553,983		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15044529				4/1/15		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）東海ドミトリー		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		343,163		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15010886		A15024486		4/1/15		随意契約		10/8/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）　東海ドミトリー		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		546,621		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15010893		A15042831		5/18/15		一般競争契約		3/8/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料(4月分)太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		18,998		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		427772				4/27/15

		⑨		電力		電気料(5月分)太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		16,166		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		430436				5/25/15

		⑨		電力		電気料（6月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		14,772		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15010261		A15010261		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		14,044		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15010895		A15014639		4/1/15		随意契約		7/27/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		14,044		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15014639				4/1/15		随意契約		7/27/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（8月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		16,216		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15010897		A15010897		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		14,444		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15010905		A15021256		4/1/15		随意契約		9/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		14,444		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15021256				4/1/15		随意契約		9/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		17,235		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15010908		A15024884		4/1/15		随意契約		10/29/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		17,235		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15024884				4/1/15		随意契約		10/29/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（11月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		15,957		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15029080				4/1/15		随意契約		11/26/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		16,086		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15010911		A15031963		4/1/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		16,086		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15031963				4/1/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		18,035		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15011310		A15035264		4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		18,035		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15035264				4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		15,412		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15011313		A15040089		4/1/15		随意契約		2/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		15,412		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15040089				4/1/15		随意契約		2/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		13,930		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15021442		A15044174		4/1/15		随意契約		3/28/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）太田団地共用灯　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		13,930		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15044174				4/1/15		随意契約		3/28/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（4月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		474		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15008780				4/1/15		随意契約		5/25/15		尾田　和正		尾田　和正		3/31/16

		⑨		電力		電気料（6月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		4,267		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15010265		A15011300		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（6月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,267		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15011300				4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		3,269		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15010894		A15014638		4/1/15		随意契約		7/27/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		3,269		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15014638				4/1/15		随意契約		7/27/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（8月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		3,162		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15011314		A15011314		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		1,853		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15012142		A15021258		4/1/15		随意契約		9/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		1,853		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15021258				4/1/15		随意契約		9/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）太田団地Ｂ・Ｃ棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		3,256		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15012401		A15024902		4/1/15		随意契約		10/29/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		3,256		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15024902				4/1/15		随意契約		10/29/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（11月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		3,686		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15012145		A15028153		4/1/15		随意契約		11/26/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（11月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		3,686		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15028153				4/1/15		随意契約		11/26/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		7,580		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15012147		A15031996		4/1/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		6,327		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15031996				4/1/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		6,414		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15012151		A15035265		4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		6,414		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15035265				4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		11,584		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15012152		A15040098		4/1/15		随意契約		2/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		11,584		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15040098				4/1/15		随意契約		2/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,096		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15044507		A15044507		4/1/15		随意契約		3/1/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（11月分）太田団地B201		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		1,501		東京電力㈱　（窓口払）		A1E51SA212050		A15027980		A15027980		4/1/15		随意契約		12/1/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）太田団地B201		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,802		東京電力㈱　（窓口払）		A1E51SA212050		A15031865		A15031865		12/25/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（4月分）　みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		179,001		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		428523				5/7/15

		⑨		電力		電気料（5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		140,464		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		430429				6/2/15

		⑨		電力		電気料（6月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		149,313		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15010274		A15010274		4/1/15		随意契約		7/2/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		151,696		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15012341		A15012341		4/1/15		随意契約		8/3/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（8月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		130,672		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15012344		A15012344		9/1/15		随意契約		9/1/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		107,875		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15012346		A15012346		4/1/15		随意契約		10/2/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		112,566		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15012348		A15012348		4/1/15		随意契約		11/4/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		109,414		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15012349		A15012349		4/1/15		随意契約		12/3/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		124,758		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15012350		A15012350		4/1/15		随意契約		1/5/16		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		174,976		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15012351		A15012351		4/1/15		随意契約		2/2/16		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		201,407		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15012352		A15012352		4/1/15		随意契約		3/3/16		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		196,251		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15021445		A15021445		4/1/15		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）		収見合-機構共通-施設利用料-高度化課金		0		0		3,003,220		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA982050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）		共同研-機構共通-運営共通経費-光熱水料		0		0		227,182		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C1E5120151050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）		共同研-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		0		0		416,107		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C1E51Ak010250		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）		受託研費-機構共通-一般管理費[15D08 分子動画]-光熱水料		0		0		16,986		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C2E51AI115050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）		受託研費-機構共通-一般管理費[15D22 スパコン]-光熱水料		0		0		24,437		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C2E51AI125050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）		受託研費-機構共通-一般管理費[15D39 ポスト京]-光熱水料		0		0		1,089		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C2E51AI145050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）		受託研費-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		0		0		16,540,127		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C2E51Ak010250		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）		雑収入-機構共通-[助]科研間接・機構共通-光熱水料		0		0		9,686,712		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		CCE51Aj010250		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）		雑収入-機構共通-科研間接・機構共通-光熱水料		0		0		6,284,206		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		CCE51Ak010250		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）		雑収入-機構共通-その他収入-光熱水料		0		0		1,643,098		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		CCE51Az010150		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）		その他補助金等-放二-15H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		0		0		2,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH010750		A15027661		A15027661		4/1/15		随意契約		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（11月分）		その他補助金等-放二-15H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		0		0		2,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH010750		A15031289		A15031289		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）		その他補助金等-放二-15H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		0		0		2,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH010750		A15035199		A15035199		4/1/15		随意契約		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）		その他補助金等-放二-15H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		0		0		2,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH010750		A15039160		A15039160		4/9/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）		その他補助金等-放二-15H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		0		0		12,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH010750		A15043540		A15043540		4/9/15		随意契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）		その他補助金等-放二-15H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		0		0		3,685,275		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH010750		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）		その他補助金等-放二-15H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		1,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH031550		A15027661		A15027661		4/1/15		随意契約		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（11月分）		その他補助金等-放二-15H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		1,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH031550		A15031289		A15031289		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）		その他補助金等-放二-15H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		1,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH031550		A15035199		A15035199		4/1/15		随意契約		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）		その他補助金等-放二-15H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		1,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH031550		A15039160		A15039160		4/9/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）		その他補助金等-放二-15H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		2,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH031550		A15043540		A15043540		4/9/15		随意契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）		その他補助金等-放二-15H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		2,630,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH031550		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）		その他補助金等-放二-15H09 人材育成･ﾅﾉﾃｸCUPAL･足立-光熱水費		0		0		400,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH091250		A15039160		A15039160		4/9/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）		その他補助金等-放二-15H09 人材育成･ﾅﾉﾃｸCUPAL･足立-光熱水費		0		0		406,400		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH091250		A15043540		A15043540		4/9/15		随意契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）		その他補助金等-放二-15H09 人材育成･ﾅﾉﾃｸCUPAL･足立-光熱水費		0		0		1,072,187		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH091250		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（4月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		119,530,371		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15006054		A15006054		4/1/15		随意契約		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		164,354,909		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15010173		A15010173		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（6月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		181,790,923		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15013713		A15013713		4/1/15		随意契約		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		59,806,182		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15017045		A15017045		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（8月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		42,040,834		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15020680		A15020680		4/1/15		随意契約		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		111,559,483		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15023882		A15023882		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		84,271,320		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15027661		A15027661		4/1/15		随意契約		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		103,261,137		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15031289		A15031289		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		96,444,595		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15035199		A15035199		4/1/15		随意契約		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		91,253,501		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15039160		A15039160		4/9/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		231,162,774		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15043540		A15043540		4/9/15		随意契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		152,705,682		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J推)-電気料		0		0		15,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51JA205050		A15027661		A15027661		4/1/15		随意契約		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J推)-電気料		0		0		15,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51JA205050		A15031289		A15031289		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（12月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J推)-電気料		0		0		15,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51JA205050		A15035199		A15035199		4/1/15		随意契約		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J推)-電気料		0		0		10,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51JA205050		A15039160		A15039160		4/9/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J推)-電気料		0		0		3,814,761		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51JA205050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（4月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		0		0		82,783,298		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PA205050		A15006054		A15006054		4/1/15		随意契約		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		0		0		117,997,415		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PA205050		A15010173		A15010173		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（6月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		0		0		129,011,926		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PA205050		A15013713		A15013713		4/1/15		随意契約		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		0		0		32,755,789		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PA205050		A15017045		A15017045		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（8月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		0		0		23,518,842		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PA205050		A15020680		A15020680		4/1/15		随意契約		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		0		0		62,214,239		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PA205050		A15023882		A15023882		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（10月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		0		0		41,049,789		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PA205050		A15027661		A15027661		4/1/15		随意契約		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（2月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		0		0		8,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PA205050		A15043540		A15043540		4/9/15		随意契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		電気料（3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		0		0		7,101,796		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PA205050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC電気料（4月分）　一式		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		0		0		281,071,564		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15006185		A15006185		4/1/15		随意契約		5/1/15		大久保　君美子		小林　利弘		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC電気料（5月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		0		0		309,602,096		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15010410		A15010410		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC電気料（6月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		0		0		307,461,197		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15010411		A15010411		4/1/15		随意契約		7/22/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC電気料（7月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		0		0		41,546,342		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15013833		A15013833		4/1/15		随意契約		8/21/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC電気料（8月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		0		0		41,344,065		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15013834		A15013834		4/1/15		随意契約		9/11/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC電気料（9月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		0		0		44,464,576		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15021986		A15021986		4/1/15		随意契約		10/22/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC電気料（10月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		0		0		183,352,972		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15021987		A15021987		4/1/15		随意契約		11/16/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC電気料（11月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		0		0		281,383,041		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15021989		A15021989		12/17/15		随意契約		12/17/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/15/16

		⑨		電力		J-PARC電気料（12月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		66,988,325		0		0		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15021992		A15037618		12/25/15		随意契約		1/14/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC電気料（12月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		0		0		66,988,325		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15037618				12/25/15		随意契約		1/14/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC電気料（12月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		146,740,686		0		0		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE13050		A15021994		A15037618		12/25/15		随意契約		1/14/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC電気料（12月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		146,740,686		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE13050		A15037618				12/25/15		随意契約		1/14/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC電気料（1月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		111,059,575		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE13050		A15021995		A15021995		4/1/15		随意契約		2/23/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC電気料（2月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		194,894,001		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE13050		A15021996		A15021996		4/1/15		随意契約		3/14/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨		電力		J-PARC電気料（3月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		186,094,235		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE13050		A15021998		A15021998		4/1/15		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑨電気代合計 デンキダイ ゴウケイ												5,153,634,724



		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		1,885,871		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA207052		A15028213		A15028213		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-上水道料		0		0		1,773,834		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA207052		A15028213		A15028213		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-上水道料		0		0		1,209,504		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA207052		A15028213		A15028213		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		1,303,537		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA207052		A15035438		A15035438		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-上水道料		0		0		1,926,814		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA207052		A15035438		A15035438		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-上水道料		0		0		975,306		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA207052		A15035438		A15035438		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（4、5月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		150411		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA207052		A15010981		A15011144		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（4、5月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		150,411		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA207052		A15011144				4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（6、7月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		139,741		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA207052		A15010986		A15010986		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（8、9月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		44081		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA207052		A15022399		A15024675		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		44,081		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA207052		A15024675				4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		47228		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA207052		A15022402		A15030762		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		47,228		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA207052		A15030762				4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（12、1月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		77158		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA207052		A15022405		A15038533		4/1/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		38,789		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA207052		A15038533				4/1/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC上水道料（1月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		0		0		111,811		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE15052		A15013828		A15013828		4/1/15		随意契約		2/23/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC上水道料（2月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		0		0		153,089		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE15052		A15013829		A15013829		4/1/15		随意契約		3/14/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC上水道料（3月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		0		0		92,079		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE15052		A15013830		A15013830		4/1/15		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料(4月)		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		9,181		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		430397				5/18/15

		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（5月分）　		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		7,110		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15006084		A15006084		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（6月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		9,183		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15006080		A15006080		4/1/15		随意契約		7/22/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（7月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		6,834		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15013767		A15013767		4/1/15		随意契約		8/14/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（9月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		7,596		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15022026		A15022026		4/1/15		随意契約		10/22/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（10月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		9,295		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15022029		A15022029		4/1/15		随意契約		11/16/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（11月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		8,648		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15022030		A15022030		4/1/15		随意契約		12/17/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（12月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		8,686		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15022032		A15022032		4/1/15		随意契約		1/20/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（1月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		8,532		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15022033		A15022033		4/1/15		随意契約		2/23/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（2月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		8,281		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15022035		A15022035		4/1/15		随意契約		3/14/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（3月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		7,593		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15022036		A15022036		3/31/16		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（4・5月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8196		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15010273		A15011236		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（4・5月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8196		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15010285		A15011236		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（4・5月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		16,392		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15011236				4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（6、7月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		16,392		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15012202		A15012202		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（8・9月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8196		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15012446		A15024658		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（8・9月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8196		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15012204		A15024658		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（8・9月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		16,392		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15024658				4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8196		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15028021		A15030797		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8196		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15012449		A15030797		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		16,392		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15030797				4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（12、1月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8196		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15028022		A15038522		4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（12・1月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8196		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15012450		A15038522		4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（12、1月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		16,392		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15038522				4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（4.5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		262,916		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204052		A15008467		A15008467		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		353,495		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204052		A15015517		A15015517		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		264,746		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204052		A15021887		A15021887		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		458,431		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204052		A15028213		A15028213		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		300,967		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204052		A15035438		A15035438		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		365,789		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204052		A15044536		A15044536		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（8、9月分）東海1号館		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		74729		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211052		A15022399		A15024675		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		74,729		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211052		A15024675				4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		147301		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211052		A15021433		A15030762		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		147,301		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211052		A15030762				4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（12・1月分）ドミトリー		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		48014		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211052		A15021435		A15038533		4/1/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		86,383		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211052		A15038533				4/1/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（6、7月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,732		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212052		A15012202		A15012202		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（8・9月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		2732		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212052		A15012204		A15024658		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（8・9月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,732		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212052		A15024658				4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		4780		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212052		A15012205		A15030797		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,780		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212052		A15030797				4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（12・1月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		5464		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212052		A15012206		A15038522		4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（12、1月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		5,464		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212052		A15038522				4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（4・5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		53085		0		0		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		A15010279		A15011678		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（4・5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		53,085		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		A15011678				4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（6・7月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		51,789		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		A15012383		A15012383		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（8・9月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		49413		0		0		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		A15012384		A15024754		4/1/15		随意契約		10/28/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（8・9月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		49,413		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		A15024754				4/1/15		随意契約		10/28/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（10・11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		49413		0		0		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		A15012386		A15031470		4/1/15		随意契約		12/22/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（10・11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		49,413		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		A15031470				4/1/15		随意契約		12/22/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（12・1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		49413		0		0		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		A15012387		A15039008		4/1/15		随意契約		2/22/16		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（12・1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		49,413		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		A15039008				4/1/15		随意契約		2/22/16		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑩		上水道		上下水道料（2・3月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		50,925		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		427154				4/21/15

		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		1,442,786		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA207052		A15044536		A15044536		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-上水道料		0		0		2,320,724		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA207052		A15044536		A15044536		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-上水道料		0		0		888,813		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA207052		A15044536		A15044536		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（4.5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		61,784		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA207052		A15008467		A15008467		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（4.5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-上水道料		0		0		1,650,533		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA207052		A15008467		A15008467		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（4.5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-上水道料		0		0		1,416,589		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA207052		A15008467		A15008467		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		165,938		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA207052		A15015517		A15015517		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-上水道料		0		0		2,723,238		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA207052		A15015517		A15015517		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-上水道料		0		0		2,315,873		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA207052		A15015517		A15015517		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		141,357		つくば市水道部　(自動引落）		A15021887		A15021887		A15008102		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-上水道料		0		0		1,727,676		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA207052		A15021887		A15021887		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-上水道料		0		0		1,386,805		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA207052		A15021887		A15021887		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC上水道料（4月分）　一式		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		0		0		92,080		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE15052		A15006187		A15006187		4/1/15		随意契約		5/1/15		大久保　君美子		小林　利弘		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC上水道料（5月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		0		0		79,151		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE15052		A15010403		A15010403		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC上水道料（６月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		0		0		97,297		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE15052		A15010409		A15010409		4/1/15		随意契約		7/22/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC上水道料（7月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		0		0		104,100		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE15052		A15010995		A15010995		4/1/15		随意契約		8/7/15		澤畠　ひろ美		江幡　誠		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC上水道料（8月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		0		0		110,678		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE15052		A15013768		A15013768		4/1/15		随意契約		9/11/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC上水道料（9月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		0		0		88,904		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE15052		A15013771		A15013771		4/1/15		随意契約		10/22/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC上水道料（10月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		0		0		98,431		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE15052		A15013775		A15013775		4/1/15		随意契約		11/16/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC上水道料（11月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		0		0		88,678		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE15052		A15013780		A15013780		4/1/15		随意契約		12/21/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑩		上水道		J-PARC上水道料（12月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		0		0		85,503		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE15052		A15013827		A15013827		4/1/15		随意契約		1/20/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（4.5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-下水道料		0		0		1118743		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA208053		A15008469		A15008469		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-下水道料		0		0		1005396		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA208053		A15015518		A15015518		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-下水道料		0		0		1416414		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA208053		A15021889		A15021889		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-下水道料		0		0		1069337		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA208053		A15028210		A15028210		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-下水道料		0		0		915377		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA208053		A15035440		A15035440		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-下水道料		0		0		950183		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA208053		A15044537		A15044537		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（4.5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-下水道料		0		0		962857		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA208053		A15008469		A15008469		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-下水道料		0		0		861492		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA208053		A15015518		A15015518		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-下水道料		0		0		1136902		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA208053		A15021889		A15021889		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-下水道料		0		0		723729		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA208053		A15028210		A15028210		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-下水道料		0		0		462534		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA208053		A15035440		A15035440		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-下水道料		0		0		357310		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA208053		A15044537		A15044537		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（4.5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		52,709		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA208053		A15008469		A15008469		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（4、5月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		120090		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA208053		A15010985		A15011144		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（4、5月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		120,090		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA208053		A15011144				4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		77,896		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA208053		A15015518		A15015518		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（6、7月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		111,110		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA208053		A15010986		A15010986		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		134,450		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA208053		A15021889		A15021889		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（8、9月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		34683		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA208053		A15022411		A15024675		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		34,683		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA208053		A15024675				4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		1,101,983		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA208053		A15028210		A15028210		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		38175		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA208053		A15022413		A15030762		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		38,175		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA208053		A15030762				4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		633,079		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA208053		A15035440		A15035440		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（12、1月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		60926		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA208053		A15022414		A15038533		4/1/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		30,629		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA208053		A15038533				4/1/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		573,146		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA208053		A15044537		A15044537		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（4・5月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7110		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15010273		A15011236		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		上水道料（4・5月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7110		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15010285		A15011236		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（4・5月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,220		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15011236				4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（6、7月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,220		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15012202		A15012202		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（8・9月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7110		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15012453		A15024658		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（8・9月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7110		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15012209		A15024658		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		上水道料（8・9月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,220		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15024658				4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7110		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15028023		A15030797		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7110		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15012454		A15030797		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,220		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15030797				4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（12、1月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7110		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15028024		A15038522		4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（12・1月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7110		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15012455		A15038522		4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		上水道料（12、1月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,220		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15038522				4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（4.5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		174,311		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204053		A15008469		A15008469		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		246,158		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204053		A15015518		A15015518		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		176,286		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204053		A15021889		A15021889		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		318,275		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204053		A15028210		A15028210		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		205,872		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204053		A15035440		A15035440		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		252,631		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204053		A15044537		A15044537		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（8、9月分）東海1号館		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		58797		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211053		A15022411		A15024675		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		58,797		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211053		A15024675				4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		119065		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211053		A15021438		A15030762		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		119,065		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211053		A15030762				4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（12・1月分）ドミトリー		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		37914		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211053		A15021439		A15038533		4/1/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		68,211		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211053		A15038533				4/1/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（6、7月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,370		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212053		A15012202		A15012202		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（8・9月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		2370		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212053		A15012209		A15024658		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		上水道料（8・9月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,370		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212053		A15024658				4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		4150		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212053		A15012210		A15030797		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,150		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212053		A15030797				4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（12・1月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		4740		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212053		A15012212		A15038522		4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		上水道料（12、1月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,740		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212053		A15038522				4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		下水道料（4・5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		41882		0		0		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		A15010277		A15011678		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（4・5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		41,882		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		A15011678				4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（6・7月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		40,975		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		A15012383		A15012383		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（8・9月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		39312		0		0		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		A15012389		A15024754		4/1/15		随意契約		10/28/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（8・9月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		39,312		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		A15024754				4/1/15		随意契約		10/28/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（10・11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		39312		0		0		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		A15012390		A15031470		4/1/15		随意契約		12/22/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（10・11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		39,312		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		A15031470				4/1/15		随意契約		12/22/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（12・1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		39312		0		0		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		A15012391		A15039008		4/1/15		随意契約		2/22/16		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（12・1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		39,312		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		A15039008				4/1/15		随意契約		2/22/16		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑩		下水道		上下水道料（2・3月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		40,369		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		427154				4/21/15

		⑩上下水道代合計 ジョウゲ スイドウ ダイ ゴウケイ												45,580,157



		⑪		ガス		プロパンガス使用料（4月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,872		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15004220		A15004220		4/1/15		随意契約		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		32,109		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15025568		A15025568		4/1/15		随意契約（第一号）		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		プロパンガス使用料（5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,764		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15005394		A15005394		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		6,402,101		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15025568		A15025568		4/1/15		随意契約（第一号）		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		プロパンガス使用料（6月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,764		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15005395		A15005395		4/1/15		随意契約		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-ガス料		0		0		6,713,684		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PA206051		A15025568		A15025568		4/1/15		随意契約（第一号）		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		プロパンガス使用料（7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,764		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SA206051		A15005396		A15005396		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑪		ガス		一般ガス使用料（11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		11,200,932		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15029092		A15029092		4/1/15		随意契約（第一号）		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		プロパンガス使用料（8月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,764		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SA206051		A15005397		A15005397		4/1/15		随意契約		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑪		ガス		一般ガス使用料（11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		5,950,698		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15029092		A15029092		4/1/15		随意契約（第一号）		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		プロパンガス使用料（9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,764		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SA206051		A15005400		A15005400		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑪		ガス		一般ガス使用料（12月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		7,739,767		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15033541		A15033541		4/1/15		随意契約（第一号）		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		プロパンガス使用料（10月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,872		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SA206051		A15005403		A15005403		4/1/15		随意契約		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑪		ガス		一般ガス使用料（12月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		4,312,261		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15033541		A15033541		4/1/15		随意契約（第一号）		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		プロパンガス使用料（11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,836		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SA206051		A15005404		A15005404		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑪		ガス		一般ガス使用料（1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		2,729,468		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15037851		A15037851		9/1/15		一般競争契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		⑪		ガス		一般ガス使用料（1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		2,065,601		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15037851		A15037851		9/1/15		一般競争契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		⑪		ガス		プロパンガス使用料（12月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,836		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SA206051		A15005408		A15005408		4/1/15		随意契約		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑪		ガス		一般ガス使用料（2月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		6,780,369		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15042842		A15042842		9/1/15		一般競争契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		⑪		ガス		プロパンガス使用料（1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,764		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SA206051		A15005409		A15005409		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑪		ガス		一般ガス使用料（2月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		5,429,346		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15042842		A15042842		9/1/15		一般競争契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		⑪		ガス		プロパンガス使用料（2月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,728		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SA206051		A15005410		A15005410		4/1/15		随意契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑪		ガス		一般ガス使用料（3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		5,696,123		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15044538		A15044538		9/1/15		一般競争契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		⑪		ガス		プロパンガス使用料（3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,728		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SA206051		A15005411		A15005411		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		⑪		ガス		一般ガス使用料（3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		4,296,684		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15044538		A15044538		9/1/15		一般競争契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		⑪		ガス		プロパンガス代（10月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		2908		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15011097		A15024483		4/1/15		随意契約		10/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（10月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		6666		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15012419		A15024483		4/1/15		随意契約		10/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（10月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		9,574		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15024483				4/1/15		随意契約		10/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（10月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		2286		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15012419		A15024483		4/1/15		随意契約		10/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（10月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,286		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15024483				4/1/15		随意契約		10/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		12,882		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15027802				4/1/15		随意契約		11/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（11月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,277		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15027802				4/1/15		随意契約		11/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（11月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		4085		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15011098		A15027802		4/1/15		随意契約		11/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（11月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		4277		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15012159		A15027802		4/1/15		随意契約		11/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（11月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8797		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15012420		A15027802		4/1/15		随意契約		11/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（12月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		2629		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15011099		A15031481		4/1/15		随意契約		12/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（12月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		10877		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15012421		A15031481		4/1/15		随意契約		12/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（12月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		13,506		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15031481				4/1/15		随意契約		12/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（12月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		4897		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15012160		A15031481		4/1/15		随意契約		12/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（12月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,897		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15031481				4/1/15		随意契約		12/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（1月分）太田団地B棟・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		2281		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15011100		A15034918		4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（1月分）太田団地B棟・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		9668		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15012422		A15034918		4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（1月分）太田団地B棟・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		11,949		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15034918				4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（1月分）太田団地B棟・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		3322		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15012161		A15034918		4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（1月分）太田団地B棟・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		3,322		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15034918				4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（2月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		24946		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15012424		A15039017		4/1/15		随意契約		2/22/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（2月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		2792		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15011101		A15039017		4/1/15		随意契約		2/22/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（2月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		27,738		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15039017				4/1/15		随意契約		2/22/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（2月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		6955		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15012162		A15039017		4/1/15		随意契約		2/22/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（2月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		6,955		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15039017				4/1/15		随意契約		2/22/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（3月分）太田団地B・C棟　一式		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		18,880		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15043954				4/1/15		随意契約		3/18/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（3月分）太田団地B・C棟　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,496		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15043954				4/1/15		随意契約		3/18/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（3月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		2742		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15022545		A15043954		4/1/15		随意契約		3/18/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（3月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		4496		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15043892		A15043954		4/1/15		随意契約		3/18/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（3月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		16138		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15021451		A15043954		4/1/15		随意契約		3/18/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		67,671		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15005105		A15005105		4/1/15		随意契約（第一号）		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		102,370		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15009195		A15009195		4/1/15		随意契約（第一号）		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		115,832		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15013287		A15013287		4/1/15		随意契約（第一号）		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		43,792		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15015526		A15015526		4/1/15		随意契約（第一号）		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		47,281		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15020043		A15020043		4/1/15		随意契約（第一号）		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		38,990		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15022134		A15022134		4/1/15		随意契約（第一号）		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		122,876		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15025568		A15025568		4/1/15		随意契約（第一号）		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		149,571		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15029092		A15029092		4/1/15		随意契約（第一号）		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（12月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		163,480		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15033541		A15033541		4/1/15		随意契約（第一号）		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		87,508		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15037851		A15037851		9/1/15		一般競争契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		⑪		ガス		一般ガス使用料（2月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		145,477		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15042842		A15042842		9/1/15		一般競争契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		⑪		ガス		一般ガス使用料（3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		125,336		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15044538		A15044538		9/1/15		一般競争契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		⑪		ガス		プロパンガス代（4月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		3,871		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		427177				4/21/15

		⑪		ガス		プロパンガス代（4月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		12,593		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		0000442399-02				9/1/15

		⑪		ガス		プロパンガス代（4月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		12,593		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA213051		427177				4/21/15

		⑪		ガス		プロパンガス代（4月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		-12,593		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA213051		0000442399-02				9/1/15

		⑪		ガス		プロパンガス代（5月分）　太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		2499		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15010266		A15011209		4/1/15		随意契約		6/18/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（5月分）　太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		2630		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15010266		A15011209		4/1/15		随意契約		6/18/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代(5月分)太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		12,858		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		430245				5/22/15

		⑪		ガス		プロパンガス代（5月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		8,076		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15011209				4/1/15		随意契約		6/18/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（5月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,499		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15011209				4/1/15		随意契約		6/18/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（5月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		5446		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15010282		A15011209		4/1/15		随意契約		6/18/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（6月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7031		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15011093		A15013884		4/1/15		随意契約		7/21/15		尾田　和正		尾田　和正		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（6月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		7,031		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15013884				4/1/15		随意契約		7/21/15		尾田　和正		尾田　和正		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（6月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		3008		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15012408		A15013884		4/1/15		随意契約		7/21/15		尾田　和正		尾田　和正		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（6月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		3,008		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15013884				4/1/15		随意契約		7/21/15		尾田　和正		尾田　和正		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（8月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		5,755		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15012413		A15012413		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（8月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,359		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15012413		A15012413		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（9月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		7,989		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15020921				4/1/15		随意契約		9/24/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（9月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		798		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15020921				4/1/15		随意契約		9/24/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（9月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		2625		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15011096		A15020921		4/1/15		随意契約		9/24/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（9月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		798		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15011096		A15020921		4/1/15		随意契約		9/24/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		プロパンガス代（9月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		5364		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15012415		A15020921		4/1/15		随意契約		9/24/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		71,932		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15005105		A15005105		4/1/15		随意契約（第一号）		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		5,396,911		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15005105		A15005105		4/1/15		随意契約（第一号）		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-ガス料		0		0		5,610,885		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PA206051		A15005105		A15005105		4/1/15		随意契約（第一号）		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		32,093		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15009195		A15009195		4/1/15		随意契約（第一号）		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		6,911,100		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15009195		A15009195		4/1/15		随意契約（第一号）		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-ガス料		0		0		7,254,280		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PA206051		A15009195		A15009195		4/1/15		随意契約（第一号）		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		101,995		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15013287		A15013287		4/1/15		随意契約（第一号）		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		9,511,028		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15013287		A15013287		4/1/15		随意契約（第一号）		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-ガス料		0		0		9,902,462		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PA206051		A15013287		A15013287		4/1/15		随意契約（第一号）		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		136,576		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15015526		A15015526		4/1/15		随意契約（第一号）		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		4,303,872		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15015526		A15015526		4/1/15		随意契約（第一号）		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-ガス料		0		0		4,357,972		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PA206051		A15015526		A15015526		4/1/15		随意契約（第一号）		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		155,974		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15020043		A15020043		4/1/15		随意契約（第一号）		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		4,237,670		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15020043		A15020043		4/1/15		随意契約（第一号）		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-ガス料		0		0		4,260,522		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PA206051		A15020043		A15020043		4/1/15		随意契約（第一号）		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		86,520		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15022134		A15022134		4/1/15		随意契約（第一号）		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		4,389,260		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15022134		A15022134		4/1/15		随意契約（第一号）		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-ガス料		0		0		4,518,928		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PA206051		A15022134		A15022134		4/1/15		随意契約（第一号）		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		⑪		ガス		平成27年ガス需給契約における契約年間引取量未達精算額　一式		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		80,943		東京ガス（株）つくば支社		A0E51SA206051		A15033192		A15033192		1/6/16		随意契約		1/6/16		伊藤　春美		伊藤　春美		1/6/16

		⑪ガス代合計 ミチヨ ゴウケイ												142,089,305



		⑫		付設備		【資産振替】高エネ研（東海）放射化物保管庫新営その他工事　他7件		施設整備-施設部-[東海]基幹・環境整備-施設整備費		0		0		3,889,080

		⑫		建物		【資産振替】高エネ研（東海）放射化物保管庫新営その他工事　他7件		施設整備-施設部-[東海]基幹・環境整備-施設整備費		0		0		98,606,480

		⑫		構築物		【資産振替】高エネ研（東海）放射化物保管庫新営その他工事　他7件		施設整備-施設部-[東海]基幹・環境整備-施設整備費		0		0		993,600

		⑫		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研（東海）放射化物保管庫新営その他工事　他7件		施設整備-施設部-[東海]基幹・環境整備-施設整備費		0		0		414,720

		⑫		建物		【資産振替】高エネ研（東海）放射化物保管庫新営その他工事　他7件		施設整備-施設部-[東海]基幹・環境整備-付帯事務費		0		0		2,032,600

		⑫新増改築費合計（補助金） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ ホジョキン												105,936,480



		⑫		建物		【資産振替】高エネ研（東海）放射化物保管庫新営その他工事　他7件		収見合-施設部-工事雑役・東海-建築		0		0		105,520

		⑫		建物		高エネ研MR・D4電源棟等女子便所取設工事		受託研費-機構共通-KEKB女子トイレ経費(間接･K裁量)-工事費		0		0		1,944,000		ツクバメンテナンス（株）

		⑫		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D4電源棟等女子便所取設電気設備工事		受託研費-機構共通-KEKB女子トイレ経費(間接･K裁量)-工事費		0		0		466,560		（株）須藤電気商会

		⑫		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研MR・D4電源棟等女子便所取設機械設備工事		受託研費-機構共通-KEKB女子トイレ経費(間接･K裁量)-工事費		0		0		752,760		（株）楠原管工業

		⑫新増改築費合計（自己資金等） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ ジコ シキン トウ												3,268,840



		⑬		建物		【資産振替】高エネ研（東海）ハドロン実験準備棟増築工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		12,204,000

		⑬		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研（東海）ハドロン実験準備棟増築電気設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		676,080

		⑬		付設備		【資産振替】高エネ研（東海）ハドロン実験準備棟増築電気設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		3,481,920

		⑬		付設備		高エネ研（東海）ハドロン実験準備棟増築空調設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		4,860,000		（株）シミズ空調サービス

		⑬		付設備		高エネ研(東海)１号館地下１階００６室スクラバー用換気設備等取設工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		2,278,800		（株）シミズ空調サービス

		⑬		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館地下１階００６室スクラバー用電源取設工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		162,540		金沢産業（株）		E0E31A110016F		A15016453		A15016453		8/24/15		随意契約		10/21/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		10/16/15

		⑬		建物		高エネ研ＭＲ・Ｄ１１電源棟女子便所取設工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		369,760		ツクバメンテナンス（株）

		⑬		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１１電源棟女子便所取設電気設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		234,360		（株）須藤電気商会		E0E31A110016F		A15030294		A15030294		12/11/15		随意契約		2/26/16		中島　幸一郎		伊藤　博		2/26/16

		⑬		移設撤去		【資産振替】高エネ研ＭＲ・Ｄ１１電源棟女子便所取設機械設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		59,400		（有）佐藤管理工業

		⑬		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研ＭＲ・Ｄ１１電源棟女子便所取設機械設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		33,480		（有）佐藤管理工業

		⑬		付設備		【資産振替】高エネ研ＭＲ・Ｄ１１電源棟女子便所取設機械設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		807,840		（有）佐藤管理工業

		⑬		建物		高エネ研ＭＲ・Ｄ１電源棟等女子便所取設工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		3,996,000		（株）近藤工務店

		⑬		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１電源棟等女子便所取設電気設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		959,040		（株）須藤電気商会		E0E31A110016F		A15028664		A15028664		12/4/15		随意契約		2/26/16		中島　幸一郎		伊藤　博		2/26/16

		⑬		移設撤去		【本勘定振替】高エネ研ＭＲ・Ｄ１電源棟等女子便所取設機械設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		159,840		（有）佐藤管理工業

		⑬		建物及び附帯設備修繕費		【本勘定振替】高エネ研ＭＲ・Ｄ１電源棟等女子便所取設機械設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		2,594,160		（有）佐藤管理工業

		⑬		構築物		高エネ研南門外灯取設工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		739,800		（有）森田電気商会

		⑬		構築物		高エネ研４号館東側歩道等外灯取設工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		1,058,400		メイデン（株）

		⑬		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟周辺構内道路改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		2,451,600		（株）ミヤモト開発

		⑫新増改築費合計（営繕費） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ エイゼン ヒ												37,127,020



		⑬		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・３Ｃ搬入棟等便所改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		2,559,600		（株）近藤工務店		E0E31A110016F		A15007333		A15007333		5/29/15		一般競争契約		8/25/15		佐藤　正和		松本　利男		8/28/15

		⑬		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・３Ｃ搬入棟等便所改修電気設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		616,680		（株）須藤電気商会		E0E31A110016F		A15007337		A15007337		5/29/15		随意契約		8/28/15		中島　幸一郎		伊藤　博		8/28/15

		⑬		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・３Ｃ搬入棟等便所改修機械設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		874,800		(株)テックフィールド		E0E31A110016F		A15002519		A15002519		5/29/15		随意契約		8/26/15		佐藤　正和		品川　尚也		8/28/15

		⑬		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネルギーセンター配管架台塗装改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		4,587,840		（株）塚本建装		E0E31A110016F		A15008727		A15008727		7/8/15		一般競争契約		11/30/15		佐藤　正和		玉盛　絵里香		11/30/15

		⑬		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギーセンター配管架台鉄骨改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		425,520		（株）塚本建装		E0E31A110016F		A15027111		A15027111		11/17/15		随意契約		11/30/15		中島　幸一郎		鷺森　航太		11/30/15

		⑬		建物及び附帯設備修繕費		【本勘定振替】高エネ研MR・D2電源棟等屋上防水改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		12,895,200				E0E31A110016F		450523				11/27/15

		⑬		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館展望台屋上防水改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		1,913,340		水戸屋建設(株)		E0E31A110016F		A15032929				12/18/15		随意契約		2/1/16		中島　幸一郎		鷺森　航太		2/26/16

		⑬改修費合計（営繕費） カイシュウ ヒ ゴウケイ エイゼン ヒ												23,872,980





















		⑬改修費合計（自己資金等） カイシュウ ヒ ゴウケイ ジコ シキン トウ												0























平成27年度 (2)

		区分 クブン		項目№ コウモク		形態別科目		件名		予算名称(細目レベル)		無効額		見込額		済額		債主名称		予算コード		決議申請伝票番号		集約番号		日付		契約方式		未払金伝票仕訳日		決議書担当者		決議書使用者		決議書納入期限

		P		①		付設備		高エネ研ＤＲ電源棟電源室クライストロン用高圧ケーブル取設工事		その他補助金等-加三・四-15s01 設備整備費･SKEKB[26補正]-大電力高周波移設及び調整		0		0		1,414,800		メイデン（株）		I0C28As011403		A15022121		A15022121		10/30/15		随意契約		12/28/15		佐藤　正和		渡邉　謙		1/15/16				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		195,118,172

		P		①		付設備		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟陽極電源用高圧ケーブル改修工事		運交金(復旧・復興)-J-PARC-高周波システム-MR		0		0		12,960,000		西山電気（株）		A5F01E212C103		A15009968		A15009968		8/4/15		一般競争契約		1/26/16		佐藤　正和		吉井　正人		1/22/16				施設整備		ERROR:#REF!

		P		①		付設備		高エネ研（東海）東海１号館地下１階004室実験用分電盤取設工事		運交金-J-PARC-中性子実験(J)-物件費・共通		0		0		691,200		金沢産業（株）		A0F01JAB21003		A15029893		A15029893		12/11/15		随意契約		3/23/16		佐藤　正和		米村　雅雄		3/11/16				先端研究推進費		19,321,200

		P		①		付設備		高エネ研（東海）ハドロン第1機械棟純水1系統Yスト取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		972,000		オーク設備工業（株）		A0F01JAE23003		A15008721		A15008721		6/1/15		随意契約		9/30/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/30/15				受託研費-		6,368,220

		P		①		付設備		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール換気設備改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		992,520		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0F01JAE23003		A15007432		A15007432		5/29/15		随意契約		10/20/15		中島　幸一郎		坂本　稔		10/20/15				収見合 オサム ミア		33,700,704

		P		①		付設備		高エネ研（東海）ハドロン第1機械棟冷却塔（CT－HM１－６）連通管取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		993,600		オーク設備工業（株）		A0F01JAE23003		A15013338		A15013338		7/10/15		随意契約		9/30/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/30/15				共同研 キョウドウ ケン		2,278,800

		P		①		付設備		高エネ研（東海）ハドロン第二機械棟ハドロン一次ビームライン換気設備（ＰＰＳ制御）改造工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		658,800		（株）サンプラント		A0F01JAE23003		A15018007		A15018007		8/24/15		随意契約		10/20/15		中島　幸一郎		髙巣　友和		10/15/15				雑費 ザッピ		241,920

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研第２工作棟化学処理室換気設備他改修工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		594,000		カンキ工業（有）		A0D14SA0b1003		A15012326		A15012326		7/3/15		随意契約		8/28/15		中島　幸一郎		山中　将		8/28/15				その他 ホカ		1,495,800

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研計算機南棟ＭＴ操作室計算機用パッケージ形空調機改修工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		13,176,000		（株）筑波テクノス		A0D12SA081103		A15016940		A15016940		11/16/15		一般競争契約		3/10/16		佐藤　正和		柿原　春美		3/15/16				合計 ゴウケイ		ERROR:#REF!

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研計算機南棟ＭＴ操作室中央計算機用電源取設工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		7,344,000		市村電気工業（株）		A0D12SA081103		A15016938		A15016938		12/15/15		一般競争契約		3/4/16		中島　幸一郎		柿原　春美		3/4/16

		P		①		付設備		高エネ研KEKB東トンネル等マグネット系統冷却水配管水抜弁取設工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		972,000		三機工業（株）		A0E31BPA12003		A15017159		A15017159		8/5/15		随意契約		9/25/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		9/25/15

		P		①		付設備		高エネ研ＰＦ－ＡＲ実験準備棟光学実験室空調機取設工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		578,880		空調システムサービス（株）		A0BB1PA031003		A15013399		A15013399		7/8/15		随意契約		8/7/15		中島　幸一郎		足立　伸一		8/7/15

		P		①		付設備		高エネ研構造生物実験準備棟実験室４空調機取設工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造生物準備室		0		0		570,240		日本空調サービス（株）筑波支店		A0B10PA024503		A15017655		A15017655		8/25/15		随意契約		9/30/15		佐藤　正和		加藤　龍一		9/30/15

		P		①		付設備		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟１階データコントロール室空調機取設工事		運交金-放一・二-施設利用料(一般)-放射光		0		0		748,440		日本空調サービス（株）筑波支店		A0B10SA111003		A15031212		A15031212		12/21/15		随意契約		2/12/16		佐藤　正和		足立　伸一		2/12/16

		P		①		付設備		高エネ研ＰＦ－ＡＲ実験準備棟光学素子評価室空調機取設工事		受託研費-放二-間接・SIP[木村]-設備費		0		0		866,160		空調システムサービス（株）		C2B12Ak010103		A15010604		A15010604		6/22/15		随意契約		8/6/15		佐藤　正和		丹羽　尉博		7/31/15

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研PF実験準備棟端末室空調機取設工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		950,400		（株）楠原管工業		A1B10SA011003		A15006999		A15006999		5/25/15		随意契約		6/26/15		中島　幸一郎		足立　伸一		6/26/15

		P		①		付設備		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール西側階段蛍光灯取設工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J設)		0		0		632,880		西山電気（株）		I1F01JAAb1103		A15006968		A15006968		6/1/15		随意契約		6/22/15		中島　幸一郎		髙橋　仁		6/26/15

		P		①		付設備		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール投光器取設工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J設)		0		0		1,814,400		狩谷電機(株)		I1F01JAAb1103		A15030871		A15030871		1/14/16		随意契約		3/23/16		佐藤　正和		髙橋　仁		3/18/16

		P		①		付設備		高エネ研ＭＲ・Ｄ２電源棟実験盤取設工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-RFシステム(B設)		0		0		995,760		（有）森田電気商会		I1C28BA011703		A15007591		A15007591		6/23/15		随意契約		8/24/15		中島　幸一郎		渡邉　謙		8/28/15

		P		①		付設備		高エネ研ＤＲ電源棟電源室電磁石用電源取設工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-マグネット(B設)		0		0		1,596,240		メイデン（株）		I1C28BA011503		A15019468		A15019468		10/5/15		随意契約		12/25/15		佐藤　正和		原田　健太郎		12/25/15

		P		①		配線・配管改修費		高エネ研（東海）加速器運転準備棟支障配管切り回し工事		運交金-J-PARC-MR運転(J)-共通		0		0		4,752,000		㈱タケムラ		A0F01JAC1106H		A15018857		A15018857		10/15/15		一般競争契約		1/19/16		佐藤　正和		小関　忠		1/20/16

		P		①		他委託		高エネ研（東海）中央制御棟等ガラス入替その他工事		運交金-J-PARC-MR運転(J)-共通		0		0		993,600		ツクバメンテナンス（株）		A0F01JAC11078		A15025394		A15025394		11/10/15		随意契約		1/19/16		中島　幸一郎		小関　忠		1/15/16

		P		①		他委託		高エネ研（東海）MRトンネル冷却水配管差圧発信器移設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		972,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0F01JAE23078		A15017250		A15017250		8/19/15		随意契約		9/30/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/30/15

		P		①		他委託		高エネ研（東海）ハドロン放射線モニター架台移設その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		496,800		東康建設工業（株）		A0F01JAE21078		A15015456		A15015456		8/3/15		随意契約		10/5/15		中島　幸一郎		髙橋　誠		10/15/15

		P		①		他委託		高エネ研筑波実験棟地下4階電磁石電源盤撤去工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		74,520		（株）須藤電気商会		A0C28BA031078		A15010879		A15010879		6/26/15		随意契約		8/28/15		中島　幸一郎		金澤　健一		8/28/15

				①		他委託		高エネ研１号館２１６室等構内電話回線移設その他工事		運交金-加四-加速器四系(一般)-加四系共通		15,552		0		0		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0C24SA241078		A15007965		A15010638		6/18/15		随意契約		6/26/15		中島　幸一郎		飯塚　誠		6/26/15

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研管理棟契約課事務室等電話回線移設その他工事		運交金-加四-加速器四系(一般)-加四系共通		0		0		15,552		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0C24SA241078		A15010638				6/18/15		随意契約		6/26/15		中島　幸一郎		飯塚　誠		6/26/15

				①		他委託		高エネ研3号館510室等構内電話回線移設その他工事		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		31,320		0		0		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0C01SA061078		A15001347		A15003172		4/22/15		随意契約		4/28/15		中島　幸一郎		山口　誠哉		4/28/15

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研3号館510室等構内電話回線移設その他工事		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		0		0		31,320		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0C01SA061078		A15003172				4/22/15		随意契約		4/28/15		中島　幸一郎		山口　誠哉		4/28/15

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研管理棟契約課事務室等電話回線移設その他工事		運交金-管理局-契約課(一般)-物件費		0		0		61,992		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E41SA091078		A15010638				6/18/15		随意契約		6/26/15		中島　幸一郎		飯塚　誠		6/26/15

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研第２工作棟化学処理室換気設備他改修工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		102,600		カンキ工業（有）		A0D14SA0b1078		A15012326		A15012326		7/3/15		随意契約		8/28/15		中島　幸一郎		山中　将		8/28/15

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験棟ビーム照射機械室ＰＨＳ基地局移設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		29,808		常伸電通システム（株）		A0E31SA812078		A15036030		A15036030		1/28/16		随意契約		2/12/16		佐藤　正和		氏家　和輝		2/12/16

				①		他委託		高エネ研４号館３４０室等構内電話回線移設その他工事		運交金-素長-素核研共通(一般)-物件費		15,120		0		0		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0A01SA011078		A15002074		A15003172		4/22/15		随意契約		4/28/15		中島　幸一郎		山口　誠哉		4/28/15

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研3号館510室等構内電話回線移設その他工事		運交金-素長-素核研共通(一般)-物件費		0		0		15,120		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0A01SA011078		A15003172				4/22/15		随意契約		4/28/15		中島　幸一郎		山口　誠哉		4/28/15

		P		①		他委託		高エネ研（東海）ハドロン運転管理用コンテナ電気設備撤去工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費・実験室設備(J推)		0		0		363,960		西山電気（株）		I1F01JAAb1278		A15015886		A15015886		8/10/15		随意契約		9/14/15		中島　幸一郎		家入　正治		9/11/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)1号館116室等内壁パネル下部シーリング補修工事		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		0		0		114,480		東康建設工業（株）		A0F01SAE1106F		A15042351		A15042351		3/9/16		随意契約		3/24/16		佐藤　正和		山口　陽		3/25/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ（東海）MR第1機械棟トンネル内圧力発信器取替及びエア抜きバルブ取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		388,800		第一鉄工(株)		A0F01JAE2306F		A15000204		A15000204		4/1/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		5/20/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第1機械棟排気ダンパ（MD-M1-3）取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		833,760		オーク設備工業（株）		A0F01JAE2306F		A15000136		A15000136		4/1/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		5/20/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)中央制御棟給湯器室混合栓取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		46,440		（株）シミズ空調サービス		A0F01JAE2306F		A15002649		A15002649		4/24/15		随意契約		5/13/15		中島　幸一郎		髙巣　友和		4/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		 高エネ研（東海）ハドロン実験棟屋外汚水排水管改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		918,000		オーク設備工業（株）		A0F01JAE2306F		A15003069		A15003069		4/23/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		髙巣　友和		5/29/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ﾊﾄﾞﾛﾝ第1機械棟2階送風機（FS-HM1-2)点検架台取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		432,000		第一鉄工(株)		A0F01JAE2306F		A15004413		A15004413		5/8/15		随意契約		6/23/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		6/19/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第３機械棟純水ﾎﾟﾝﾌﾟ（PPW-M３－１－３）電動機軸受取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		810,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0F01JAE2306F		A15010375		A15010375		6/22/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/28/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第1機械棟冷却塔（CT－M1－1）他工水補給管取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		88,560		（株）シミズ空調サービス		A0F01JAE2306F		A15011804		A15011804		6/15/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/26/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第3機械棟冷却塔（CT-M3-1）№16下部水槽水漏修理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		194,400		空研工業（株）東京支店		A0F01JAE2306F		A15011968		A15011968		7/1/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/28/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第２機械棟純水ポンプ（ＰＰＷ‐Ｍ２‐１‐２）電動機軸受取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		810,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0F01JAE2306F		A15013096		A15013096		7/10/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/28/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟排気風量測定ピトーセンサー取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		1,944,000		オーク設備工業（株）		A0F01JAE2306F		A15016667		A15016667		8/31/15		随意契約		11/5/15		佐藤　正和		髙巣　友和		10/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第2機械棟量水器取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		49,680		㈱タケムラ		A0F01JAE2306F		A15017619		A15017619		8/24/15		随意契約		9/30/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/25/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟純水ポンプ（PCD－NM３ー３－２）主軸他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		861,840		（株）増田鉄工場東京支店		A0F01JAE2306F		A15026086		A15026086		11/6/15		随意契約		1/7/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		1/8/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第2機械棟地下１階DPタンク室側溝塗装補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		302,400		東康建設工業（株）		A0F01JAE2106F		A15011464		A15011464		7/1/15		随意契約		9/30/15		中島　幸一郎		府川　薫		9/25/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟正面出入口外側自動扉改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		363,960		ナブコシステム(株)　茨城支店		A0F01JAE2106F		A15014615		A15014615		7/31/15		随意契約		9/3/15		中島　幸一郎		府川　薫		9/18/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ雨漏れ補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		216,000		水戸屋建設(株)		A0F01JAE2106F		A15023186		A15023186		10/14/15		随意契約		11/2/15		中島　幸一郎		府川　薫		12/4/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン電源棟電気室建具補修その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		219,240		ツクバメンテナンス（株）		A0F01JAE2106F		A15026404		A15026404		11/13/15		随意契約		2/25/16		中島　幸一郎		府川　薫		2/24/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール光電式分離型感知器取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		943,920		能美防災(株) 茨城支社		A0F01JAE2206F		A15001313		A15001313		4/13/15		随意契約		6/4/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		5/29/15

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第１電源棟等非常灯用蓄電池他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		488,754		0		0		金沢産業（株）		A0F01JAE2206F		A15024404		A15025753		10/28/15		随意契約		12/24/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		12/25/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第１電源棟等非常灯用蓄電池他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		488,754		金沢産業（株）		A0F01JAE2206F		A15025753				10/28/15		随意契約		12/24/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		12/25/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ入域管理棟等エレベーターバッテリー他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		993,600		東芝エレベータ（株）東関東支社		A0F01JAE2206F		A15026876		A15026876		11/19/15		随意契約		3/23/16		中島　幸一郎		菊池　次男		3/11/16

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟等照明器具取設その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		275,724		0		0		金沢産業（株）		A0F01JAE2206F		A15034286		A15035398		1/21/16		随意契約		3/23/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/11/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟等照明器具取設その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		275,724		金沢産業（株）		A0F01JAE2206F		A15035398				1/21/16		随意契約		3/23/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/11/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）放射線測定棟風除室火災報知器取設工事		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理		0		0		118,800		金沢産業（株）		A0F01JAD1126F		A15031204		A15031204		12/22/15		随意契約		1/26/16		佐藤　正和		沼尻　正晴		1/22/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館３０７室電話用配線取設工事		運交金-ミュオン-ミュオン(一般)-ミュオン共通		0		0		55,620		金沢産業（株）		A0B31SA10106F		A15001984		A15001984		4/22/15		随意契約		4/28/15		中島　幸一郎		門野　良典		4/28/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器コントロール棟制御室空調機取替工事		運交金-加五-リニアック(PF)-マイクロ波4		0		0		756,000		カンキ工業（有）		A0C25PA02106F		A15031673		A15031673		1/8/16		随意契約		2/4/16		佐藤　正和		中尾　克已		2/5/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟クライストロンギャラリー第４搬入口鋼製建具改修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通4		0		0		972,000		(株)山三		A0C25PA02146F		A15010050		A15010050		6/12/15		随意契約		9/7/15		中島　幸一郎		大澤　　哲		9/4/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟トンネル第２セクター樋改修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通4		0		0		988,200		（株）近藤工務店		A0C25PA02146F		A15016921		A15016921		8/7/15		随意契約		9/25/15		中島　幸一郎		大澤　　哲		9/18/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟トンネル第１セクター空調収納部ＥＸＰ.Ｊ樋取設その他工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通4		0		0		626,400		（株）近藤工務店		A0C25PA02146F		A15020285		A15020285		9/11/15		随意契約		10/1/15		佐藤　正和		大澤　　哲		9/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器コントロール棟屋外照明取設工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通4		0		0		237,600		（株）須藤電気商会		A0C25PA02146F		A15019117		A15019117		9/8/15		随意契約		9/28/15		中島　幸一郎		大澤　　哲		9/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟Ｍ２機械室等フェンス設置工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通4		0		0		993,600		（株）近藤工務店		A0C25PA02146F		A15033943		A15033943		1/22/16		随意契約		3/14/16		中島　幸一郎		古川　和朗		3/14/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟テストホール漏水対策工事		運交金-加五-リニアック(PF)-低速陽電子4		0		0		734,400		水戸屋建設(株)		A0C25PA02136F		A15029540		A15029540		12/17/15		随意契約		2/2/16		中島　幸一郎		峠　暢一		2/12/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ダンピングトンネル内冷却水配管バルブ取設工事		運交金-加三・四-B運転(B)-BT		0		0		1,987,200		（株）朝日工業社茨城営業所		A0C28BA03206F		A15000607		A15000607		4/15/15		随意契約		5/18/15		佐藤　正和		菊池　光男		5/15/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３Ｍ機械棟竪坑等構内ＰＨＳ基地局取設工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		1,749,843		常伸電通システム（株）		A0C28BA03106F		A15006215		A15006215		6/11/15		随意契約		7/24/15		佐藤　正和		三増　俊広		7/24/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ２電源棟内部階段踊り場縞鋼板補修工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		33,480		（株）近藤工務店		A0C28BA03106F		A15014142		A15014142		7/29/15		随意契約		8/17/15		中島　幸一郎		三増　俊広		9/11/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士第２コンプレッサー棟天井断熱材固定ピン改修工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		496,800		（株）近藤工務店		A0C28BA03106F		A15014144		A15014144		8/24/15		随意契約		12/1/15		佐藤　正和		三増　俊広		3/11/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ダンピングリング機械棟加速空洞系統デミナー用仕切弁取設工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		486,000		（株）朝日工業社茨城営業所		A0C28BA03106F		A15020913		A15020913		9/30/15		随意契約		1/15/16		佐藤　正和		竹内　保直		1/15/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・Ｄ３電源棟等ケーブル貫通口上部鋼製建具鍵交換その他工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		122,580		(株)山三		A0C28BA03106F		A15014145		A15014145		9/30/15		随意契約		11/11/15		佐藤　正和		三増　俊広		11/11/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光ポンプ室屋外水冷式冷却塔（NP-CT-1）コイル他漏水修理		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		696,600		空研工業（株）東京支店		A0C28BA03106F		A15031029		A15031029		12/16/15		随意契約		1/22/16		中島　幸一郎		仲井　浩孝		1/22/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネＭＲ・Ｄ１０電源棟ヘリウム冷凍機室折板屋根面戸補修工事		運交金-加三・四-B運転(B)-冷凍機		0		0		86,400		（株）近藤工務店		A0C28BA03156F		A15004055		A15004055		4/28/15		随意契約		5/26/15		中島　幸一郎		原　和文		6/5/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS補助機械棟外壁補修工事		運交金-加施設長-事務室経費(一般)-事務室		0		0		151,200		（株）近藤工務店		A0C01SA05106F		A15011906		A15011906		6/12/15		随意契約		7/21/15		中島　幸一郎		山口　誠哉		7/31/15

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟等自動販売機用屋外コンセント取設工事		運交金-加施設長-事務室経費(一般)-事務室		62,640		0		0		メイデン（株）		A0C01SA05106F		A15032073		A15040734		2/12/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/18/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟等自動販売機用屋外コンセント取設工事		運交金-加施設長-事務室経費(一般)-事務室		0		0		62,640		メイデン（株）		A0C01SA05106F		A15040734				2/12/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/18/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネＰＦ－ＡＲ南実験棟たてどい改修工事		運交金-加七-光源運転経費(26・リダ)-共通経費		0		0		572,400		水戸屋建設(株)		A0C27XAV2206F		A15005248		A15005248		5/22/15		随意契約		7/24/15		中島　幸一郎		長橋　進也		9/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR北実験棟東側漏水補修工事		運交金-加七-光源運転経費(26・リダ)-光源第7グループ		0		0		864,000		水戸屋建設(株)		A0C27XAV2106F		A15037743		A15037743		2/10/16		随意契約		3/14/16		佐藤　正和		塩屋　達郎		3/14/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネＰＦ－ＡＲ西実験棟制御室等実験盤ブレーカ取替工事		運交金-加七-光源運転経費(PF)-光源第4グループ		0		0		56,160		（株）須藤電気商会		A0C27PA03136F		A15014036		A15014036		7/23/15		随意契約		8/11/15		中島　幸一郎		髙井　良太		8/11/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟財務部コンセント移設その他工事		運交金-管理局-契約課(一般)-物件費		0		0		63,266		（株）須藤電気商会		A0E41SA09106F		A15005036				5/8/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		小林　利弘		5/29/15

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階情報基盤管理室等情報コンセント取設その他工事		運交金-管理局-情報基盤管理室(一般)-物件費		185,436		0		0		（株）須藤電気商会		A0E41SA02106F		A15020897		A15021520		9/28/15		随意契約		10/9/15		佐藤　正和		瀬谷　憲明		10/9/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階情報基盤管理室等情報コンセント取設その他工事		運交金-管理局-情報基盤管理室(一般)-物件費		0		0		185,436		（株）須藤電気商会		A0E41SA02106F		A15021520				9/28/15		随意契約		10/9/15		佐藤　正和		瀬谷　憲明		10/9/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟2階会議室網戸取設けその他工事		運交金-管理局-情報基盤管理室(一般)-物件費		0		0		162,000		(株)山三		A0E41SA02106F		A15020182		A15020182		9/18/15		随意契約		10/21/15		佐藤　正和		髙橋　優子		10/16/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階西側理事室窓硝子交換工事		運交金-管理局-総務課(一般)-役員経費		0		0		225,720		(株)山三		A0E41SA01116F		A15017981		A15017981		8/10/15		随意契約		9/25/15		佐藤　正和		大塚　広美		10/9/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第2工作棟125室漏水補修工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		140,400		（株）高田工務店		A0D14SA0b106F		A15011888		A15011888		6/9/15		随意契約		7/28/15		中島　幸一郎		山中　将		7/31/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ５電源棟クリーンルーム照明スイッチ改修その他工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		5,400		（株）須藤電気商会		A0D14SA0b106F		A15012063				7/3/15		随意契約		7/31/15		中島　幸一郎		山中　将		7/31/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟化学処理室換気設備他改修工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		297,000		カンキ工業（有）		A0D14SA0b106F		A15012326		A15012326		7/3/15		随意契約		8/28/15		中島　幸一郎		山中　将		8/28/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟化学処理室塗床他改修工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		388,800		（株）高田工務店		A0D14SA0b106F		A15012324		A15012324		6/22/15		随意契約		8/25/15		中島　幸一郎		山中　将		8/28/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1006宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		204,228		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15000750		A15000750		4/23/15		随意契約		5/1/15		齋木　武		齋木　武		5/1/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1204宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		10,260		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15001904		A15001904		4/23/15		随意契約		5/1/15		齋木　武		齋木　武		5/1/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-102宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		281,988		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15001903		A15001903		4/20/15		随意契約		5/1/15		齋木　武		齋木　武		5/1/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻職員宿舎804号棟104号室北側堅樋（埋設管）改修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		49,680		(株)カタオカエンジニアリング		A0E51SA51106F		A15000749		A15000749		4/28/15		随意契約		5/11/15		齋木　武		齋木　武		5/25/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎811号棟北側バルコニー雨水管補修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		135,000		(株)カタオカエンジニアリング		A0E51SA51106F		A15005548		A15005548		5/18/15		随意契約		5/26/15		齋木　武		齋木　武		5/29/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎８０６号棟汚水管改修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		1,803,600		(株)テックフィールド		A0E51SA51106F		A15000751		A15000751		6/1/15		随意契約		8/27/15		佐藤　正和		齋木　武		8/31/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-203宿舎トイレ排水管漏水補修		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		23,328		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15008380		A15008380		6/5/15		随意契約		6/19/15		齋木　武		齋木　武		6/19/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎805-1002風呂釜修理		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		20,163		東京ガス（株）つくば支社		A0E51SA51106F		A15006863		A15006863		5/18/15		随意契約		5/21/15		齋木　武		齋木　武		5/20/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811-105宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		40,176		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15009169		A15009169		6/11/15		随意契約		6/19/15		齋木　武		齋木　武		6/19/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-802他4室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		352,512		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15006500		A15006500		6/10/15		随意契約		7/1/15		齋木　武		齋木　武		7/1/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1008浴室給水管改修		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		103,820		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15000747		A15000747		6/10/15		随意契約		6/29/15		齋木　武		齋木　武		6/29/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-102他2室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		110,916		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15007310		A15007310		6/2/15		随意契約		6/26/15		齋木　武		齋木　武		6/26/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201棟エレベーター２基かご内保全カバー交換		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		183,600		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		A0E51SA51106F		A15008862		A15008862		6/10/15		随意契約		7/9/15		齋木　武		齋木　武		8/31/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-302他２室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		969,408		赤塚工業（株）		A0E51SA51106F		A15012781		A15012781		7/15/15		随意契約		8/25/15		齋木　武		齋木　武		9/1/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-302、201-315宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		30,456		赤塚工業（株）		A0E51SA51106F		A15012796		A15012796		7/15/15		随意契約		8/18/15		齋木　武		齋木　武		9/1/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目723棟外回り修繕・給湯器取替え		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		995,598		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15000958		A15000958		6/2/15		随意契約		8/3/15		齋木　武		齋木　武		7/31/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目723-101宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		958,068		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15007901		A15007901		6/10/15		随意契約		8/3/15		齋木　武		齋木　武		7/31/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-207他2室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		486,108		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15008032		A15008032		6/10/15		随意契約		8/3/15		齋木　武		齋木　武		7/31/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-410、805-604、805-1209宿舎浴室防水パン修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		952,560		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15000746		A15000746		5/22/15		随意契約		8/3/15		齋木　武		齋木　武		7/31/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(吾妻)職員宿舎805号棟405号室浴室改修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		140,400		（株）神山		A0E51SA51106F		A15010433		A15010433		7/1/15		随意契約		8/3/15		齋木　武		齋木　武		7/30/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-405宿舎浴槽脱着		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		24,516		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15010467		A15010467		6/22/15		随意契約		7/21/15		齋木　武		齋木　武		7/21/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811棟101室漏水補修修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		702,000		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15008034		A15008034		6/3/15		随意契約		7/23/15		齋木　武		齋木　武		7/23/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目職員宿舎724棟外壁塗装等補修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		993,600		（株）塚本建装		A0E51SA51106F		A15017193		A15017193		8/20/15		随意契約		11/10/15		齋木　武		齋木　武		11/2/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-410他2室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		344,736		赤塚工業（株）		A0E51SA51106F		A15017735		A15017735		8/28/15		随意契約		9/24/15		齋木　武		齋木　武		11/2/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-106他4室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		352,620		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15017736		A15017736		8/28/15		随意契約		11/2/15		齋木　武		齋木　武		11/2/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-404宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		288,684		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15018097		A15018097		9/2/15		随意契約		11/2/15		齋木　武		齋木　武		11/2/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-104、803-201宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		793,800		赤塚工業（株）		A0E51SA51106F		A15018098		A15018098		9/2/15		随意契約		10/16/15		齋木　武		齋木　武		11/2/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-101宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		629,640		赤塚工業（株）		A0E51SA51106F		A15009924		A15009924		9/9/15		随意契約		10/19/15		齋木　武		齋木　武		11/9/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-102宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		110,808		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15018099		A15018099		9/9/15		随意契約		11/9/15		齋木　武		齋木　武		11/9/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟浴室給水管補修３４室		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		969,408		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15000745		A15000745		5/22/15		随意契約		9/7/15		齋木　武		齋木　武		8/31/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）805号棟浴室改修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		2,135,251		(株)川村産業		A0E51SA51106F		A15000744		A15000744		8/31/15		一般競争契約		1/15/16		中島　幸一郎		齋木　武		1/15/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟宿舎雨水路清掃		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		21,060		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15013730		A15013730		7/30/15		随意契約		9/7/15		齋木　武		齋木　武		8/31/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-402、803-101宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		308,448		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15012791		A15012791		7/15/15		随意契約		9/7/15		齋木　武		齋木　武		8/31/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-210他3室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		195,156		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15013067		A15013067		7/15/15		随意契約		9/7/15		齋木　武		齋木　武		8/31/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目705-202他2室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		255,312		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15017685		A15017685		8/28/15		随意契約		9/25/15		齋木　武		齋木　武		10/1/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目職員宿舎725棟外壁塗装等補修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		993,600		（株）塚本建装		A0E51SA51106F		A15017284		A15017284		9/10/15		随意契約		11/10/15		齋木　武		齋木　武		12/1/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目敷地内804棟付近変電設備電気室外壁塗装改修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		370,440		（株）塚本建装		A0E51SA51106F		A15016729		A15016729		9/15/15		随意契約		12/25/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員宿舎吾妻４丁目201棟2F階段灯修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		74,520		（有）信濃電設		A0E51SA51106F		A15019668		A15019668		9/16/15		随意契約		10/16/15		齋木　武		齋木　武		11/30/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-809、805-1201宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		899,316		赤塚工業（株）		A0E51SA51106F		A15018102		A15018102		9/25/15		随意契約		11/12/15		齋木　武		齋木　武		11/30/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1210宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		25,164		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15021052		A15021052		9/25/15		随意契約		10/27/15		齋木　武		齋木　武		12/1/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目職員宿舎屋外引込開閉器盤取替工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		885,600		（株）須藤電気商会		A0E51SA51106F		A15013728		A15013728		9/10/15		随意契約		10/23/15		佐藤　正和		齋木　武		11/13/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-710他7室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		187,272		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15006283		A15006283		5/22/15		随意契約		9/25/15		齋木　武		齋木　武		9/30/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-1003電話通話不良室内配線調査修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		10,692		東日本電信電話（株）		A0E51SA51106F		A15020269		A15020269		9/15/15		随意契約		9/16/15		齋木　武		齋木　武		9/18/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-118他3室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		99,144		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15012793		A15012793		7/15/15		随意契約		9/7/15		齋木　武		齋木　武		9/1/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-202宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		13,996		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15018190		A15018190		7/15/15		随意契約		9/7/15		齋木　武		齋木　武		9/1/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目職員宿舎717棟外壁塗装等補修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		999,000		（株）塚本建装		A0E51SA51106F		A15023366		A15023366		10/15/15		随意契約		12/16/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）２丁目職員宿舎807号棟303室等網戸交換工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		237,600		ツクバメンテナンス（株）		A0E51SA51106F		A15024154		A15024154		10/21/15		随意契約		12/25/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目701-201漏水修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		197,640		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15024613		A15024613		10/16/15		随意契約		11/6/15		齋木　武		齋木　武		11/6/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-604宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		9,720		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15024620		A15024620		10/6/15		随意契約		10/7/15		齋木　武		齋木　武		11/30/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟6階消火栓扉修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		5,940		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15024621		A15024621		10/27/15		随意契約		12/25/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目723棟宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		353,484		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15015900		A15015900		8/3/15		随意契約		10/29/15		齋木　武		齋木　武		10/30/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-707宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		131,220		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15006360		A15006360		5/22/15		随意契約		10/16/15		齋木　武		齋木　武		10/16/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-706宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		65,016		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15025881		A15025881		11/6/15		随意契約		11/27/15		齋木　武		齋木　武		11/27/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-202宿舎台所排水管漏水補修修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		10,800		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15027304		A15027304		11/18/15		随意契約		12/7/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-603防水パン取替修繕工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		317,520		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15019119		A15019119		9/4/15		随意契約		12/28/15		齋木　武		齋木　武		1/15/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-118宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,496		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15028417		A15028417		11/27/15		随意契約		12/25/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-510宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		7,560		赤塚工業（株）		A0E51SA51106F		A15028536		A15028536		11/27/15		随意契約		12/14/15		齋木　武		齋木　武		12/18/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目706棟付近止水栓蓋補修		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		40,305		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15019705		A15019705		9/11/15		随意契約		11/13/15		齋木　武		齋木　武		11/13/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-209、201-601宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		16,200		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15015902		A15015902		8/3/15		随意契約		11/20/15		齋木　武		齋木　武		11/20/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703棟南西通路階段補修		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		318,924		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15020115		A15020115		9/15/15		随意契約		11/20/15		齋木　武		齋木　武		11/20/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-706宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		459,324		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15025728		A15025728		11/5/15		随意契約		11/27/15		齋木　武		齋木　武		11/27/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-504他2室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		700,596		赤塚工業（株）		A0E51SA51106F		A15018105		A15018105		9/16/15		随意契約		11/5/15		齋木　武		齋木　武		11/30/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-102宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		11,340		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15029373		A15029373		12/4/15		随意契約		1/18/16		齋木　武		齋木　武		1/29/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-104宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		32,076		赤塚工業（株）		A0E51SA51106F		A15029371		A15029371		12/4/15		随意契約		12/18/15		齋木　武		齋木　武		1/29/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(吾妻)職員宿舎805号棟603号室浴室改修塗装工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		75,600		（株）神山		A0E51SA51106F		A15019043		A15019043		9/4/15		随意契約		12/28/15		齋木　武		齋木　武		1/15/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻2丁目805-602宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		24,408		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15029990		A15029990		12/9/15		随意契約		12/22/15		齋木　武		齋木　武		1/18/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目723棟屋上配管口防水補修		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		8,640		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15029991		A15029991		12/9/15		随意契約		1/4/16		齋木　武		齋木　武		1/18/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目705-201給湯器交換		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		125,280		東京ガス（株）つくば支社		A0E51SA51106F		A15023170		A15023170		10/13/15		随意契約		11/2/15		齋木　武		齋木　武		11/2/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎805-208ガス漏洩に伴う仮設工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		49,572		東京ガス（株）つくば支社		A0E51SA51106F		A15027188		A15027188		11/16/15		随意契約		11/24/15		齋木　武		齋木　武		12/4/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-703宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		88,020		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15031048		A15031048		12/17/15		随意契約		1/12/16		齋木　武		齋木　武		1/29/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-513宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		14,580		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15031358		A15031358		12/18/15		随意契約		12/28/15		齋木　武		齋木　武		1/29/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟ピロティ天井照明器具交換修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		37,800		（有）信濃電設		A0E51SA51106F		A15031453		A15031453		12/21/15		随意契約		1/8/16		齋木　武		齋木　武		1/29/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-202給湯器交換修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		125,280		東京ガス（株）つくば支社		A0E51SA51106F		A15031513		A15031513		12/21/15		随意契約		2/5/16		齋木　武		齋木　武		2/5/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-204宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		79,423		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15012775		A15012775		7/15/15		随意契約		12/3/15		齋木　武		齋木　武		12/1/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員宿舎吾妻２丁目805棟12階誘導灯交換		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		51,840		（有）信濃電設		A0E51SA51106F		A15026170		A15026170		11/16/15		随意契約		12/22/15		齋木　武		齋木　武		1/29/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-502宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		18,036		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15031817		A15031817		12/24/15		随意契約		1/27/16		齋木　武		齋木　武		2/19/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-311宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		26,244		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15031820		A15031820		12/24/15		随意契約		1/27/16		齋木　武		齋木　武		2/19/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-202宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		30,456		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15031554		A15031554		12/25/15		随意契約		2/5/16		齋木　武		齋木　武		2/5/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目706-202宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		15,660		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15032094		A15032094		12/25/15		随意契約		2/17/16		齋木　武		齋木　武		2/19/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目720宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,820		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15032096		A15032096		12/25/15		随意契約		2/16/16		齋木　武		齋木　武		2/19/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-602他3室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		634,888		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15018101		A15018101		9/9/15		随意契約		12/3/15		齋木　武		齋木　武		12/1/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1209給水管改修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		43,200		カンキ工業（有）		A0E51SA51106F		A15030121		A15030121		12/9/15		随意契約		12/24/15		齋木　武		齋木　武		2/5/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704棟共用水栓漏水補修修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		64,994		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15027268		A15027268		11/18/15		随意契約		12/24/15		齋木　武		齋木　武		12/24/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-717宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		52,488		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15020927		A15020927		9/25/15		随意契約		12/14/15		齋木　武		齋木　武		12/14/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-102室洗濯防水パン修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		55,944		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15026717		A15026717		11/12/15		随意契約		12/24/15		齋木　武		齋木　武		12/24/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703-201宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		57,672		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15027276		A15027276		11/18/15		随意契約		12/24/15		齋木　武		齋木　武		12/24/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703-201宿舎洗面器漏水修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		45,468		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15028415		A15028415		11/27/15		随意契約		12/24/15		齋木　武		齋木　武		12/24/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-118宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		41,148		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15030533		A15030533		12/14/15		随意契約		12/25/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703-201宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		59,400		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15029266		A15029266		12/3/15		随意契約		12/24/15		齋木　武		齋木　武		12/24/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-404、806-304宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		569,160		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15018100		A15018100		9/2/15		随意契約		12/17/15		齋木　武		齋木　武		12/17/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-115他4室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		772,632		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15017731		A15017731		8/28/15		随意契約		12/25/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-204宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		29,160		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15025715		A15025715		11/5/15		随意契約		12/3/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		【本勘定振替】高エネ研（吾妻）805号棟風呂釜等取替工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		433,080		カンキ工業（有）		A0E51SA51106F		456132				1/14/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-102宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		33,804		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15035489		A15035489		1/28/16		随意契約		2/23/16		齋木　武		齋木　武		2/19/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-202宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		474,120		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15035492		A15035492		1/28/16		随意契約		2/23/16		齋木　武		齋木　武		2/19/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-809職員宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		82,188		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15035498		A15035498		1/28/16		随意契約		2/23/16		齋木　武		齋木　武		2/19/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目720棟給湯器交換修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		125,280		東京ガス（株）つくば支社		A0E51SA51106F		A15031454		A15031454		12/21/15		随意契約		1/19/16		齋木　武		齋木　武		1/29/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-606宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		19,224		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15031818		A15031818		12/24/15		随意契約		1/27/16		齋木　武		齋木　武		2/19/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目723棟宿舎排水管詰まり修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		20,952		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15029265		A15029265		12/3/15		随意契約		1/4/16		齋木　武		齋木　武		1/4/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-709宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		52,488		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15030536		A15030536		12/14/15		随意契約		1/5/16		齋木　武		齋木　武		1/29/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-806宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		45,489		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15037032		A15037032		2/4/16		随意契約		2/25/16		齋木　武		齋木　武		3/1/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-602宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		46,656		(有)黒澤襖店		A0E51SA51106F		A15024789		A15024789		10/27/15		随意契約		1/5/16		齋木　武		齋木　武		1/5/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻宿舎消防設備点検不良修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		172,800		能美防災(株) 茨城支社		A0E51SA51106F		A15027775		A15027775		11/20/15		随意契約		1/8/16		齋木　武		齋木　武		1/8/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎811-104給水管漏水補修		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		52,812		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15037446		A15037446		2/5/16		随意契約		2/12/16		齋木　武		齋木　武		2/12/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-216漏水補修		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		45,468		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15037463		A15037463		2/9/16		随意契約		3/4/16		齋木　武		齋木　武		3/18/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-218職員宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		35,856		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15035494		A15035494		2/26/16		随意契約		3/18/16		齋木　武		齋木　武		3/18/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-713職員宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		30,240		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15035497		A15035497		2/26/16		随意契約		3/18/16		齋木　武		齋木　武		3/18/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-102宿舎漏電修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		26,784		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15041026		A15041026		2/29/16		随意契約		3/4/16		齋木　武		齋木　武		3/7/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-204宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		14,040		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15031356		A15031356		12/18/15		随意契約		2/5/16		齋木　武		齋木　武		2/5/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703-201他2室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		840,888		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15022991		A15022991		10/9/15		随意契約		2/23/16		齋木　武		齋木　武		2/19/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-210他2室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		236,088		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15042017		A15042017		3/15/16		随意契約		3/25/16		齋木　武		齋木　武		3/25/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-103宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		82,188		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15038614		A15038614		2/26/16		随意契約		3/18/16		齋木　武		齋木　武		3/18/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703-201宿舎和室畳下床板修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		69,984		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15043199		A15043199		3/17/16		随意契約		3/25/16		齋木　武		齋木　武		3/25/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟職員宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		12,744		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15043230		A15043230		3/17/16		随意契約		3/18/16		齋木　武		齋木　武		3/25/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-204宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		11,880		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15043614		A15043614		3/22/16		随意契約		3/28/16		齋木　武		齋木　武		3/28/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-606宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,496		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15043698		A15043698		3/22/16		随意契約		3/28/16		齋木　武		齋木　武		3/28/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-315宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		62,316		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15042809		A15042809		3/25/16		随意契約		3/31/16		齋木　武		齋木　武		3/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		20,520		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15043854		A15043854		3/28/16		随意契約		3/31/16		齋木　武		齋木　武		3/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟職員宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		11,664		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15044275		A15044275		3/29/16		随意契約		3/31/16		齋木　武		齋木　武		3/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1001宿舎他５室修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		232,416		（有）三田建設工業		A0E51SA51106F		A15025716		A15025716		11/5/15		随意契約		3/25/16		齋木　武		齋木　武		3/25/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階男女共同参画推進室電話配線他取設工事　		運交金-機構共通-男女共同参画推進室(一般)-物件費		0		0		62,640		（株）須藤電気商会		A0E51SA68106F		A15002478				4/22/15		随意契約		4/30/15		中島　幸一郎		板山　裕之		4/30/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館510室等構内電話回線移設その他工事		運交金-機構共通-男女共同参画推進室(一般)-物件費		0		0		15,120		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E51SA68106F		A15003172				4/22/15		随意契約		4/28/15		中島　幸一郎		山口　誠哉		4/28/15

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟4階413号室等電話回線設置その他工事		運交金-機構共通-男女共同参画推進室(一般)-物件費		16,740		0		0		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E51SA68106F		A15043166		A15044124		3/17/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/31/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟4階413号室等電話回線設置その他工事		運交金-機構共通-男女共同参画推進室(一般)-物件費		0		0		16,740		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E51SA68106F		A15044124				3/17/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/31/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟男子トイレ大便器洗浄便座取設工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		298,080		（有）佐藤管理工業		A0D12SA08116F		A15005223		A15005223		5/11/15		随意契約		6/12/15		中島　幸一郎		柿原　春美		6/30/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟106室事務室倉庫外壁クラック補修その他工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		820,800		水戸屋建設(株)		A0D12SA08116F		A15019194		A15019194		7/22/15		随意契約		9/7/15		佐藤　正和		柿原　春美		8/31/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟男子便所屋根トップライト改修工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		496,800		水戸屋建設(株)		A0D12SA08116F		A15019203		A15019203		8/3/15		随意契約		9/25/15		佐藤　正和		柿原　春美		9/24/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟運用管理室等照明スイッチ改修工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		226,800		（株）協和エレックス		A0D12SA08116F		A15020413		A15020413		9/28/15		随意契約		12/1/15		佐藤　正和		松永　浩之		11/27/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟115室第2マシン室等窓面台改修その他工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		972,000		（株）神山		A0D12SA08116F		A15019195		A15019195		12/25/15		随意契約		3/8/16		佐藤　正和		柿原　春美		3/7/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ９ＳＭ５補助機械棟空調用ダンパー修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		70,200		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0E31BPA1206F		A15001151		A15001151		4/13/15		随意契約		4/28/15		中島　幸一郎		鈴木　久		4/28/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKBトンネル内（6Mエリア）伸縮継手取設工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		360,720		新菱冷熱工業（株）筑波営業所		A0E31BPA1206F		A15001902		A15001902		4/16/15		随意契約		5/22/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		5/22/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟等１階機械室冷水一次ポンプ（TM-CWP-1）用電磁接触器取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		69,120		（株）須藤電気商会		A0E31BPA1206F		A15005625		A15005625		5/14/15		随意契約		6/5/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		6/5/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟M7機械室純水精製装置（M7-PWU-A-1）空気式二方弁取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		324,000		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BPA1206F		A15007349		A15007349		5/19/15		随意契約		8/6/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		7/31/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟冷水二次ポンプ（MO-2P-A-1）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		997,920		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0E31BPA1206F		A15008348		A15008348		6/5/15		随意契約		9/10/15		中島　幸一郎		鈴木　久		9/10/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟２階機械室空調機（ＴＭ－ＡＣ－３）ダンパー取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		594,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0E31BPA1206F		A15008807		A15008807		6/9/15		随意契約		7/16/15		中島　幸一郎		鈴木　久		7/22/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネセン共同溝系統送風機（M6-TF-1）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		918,000		関彰エンジニアリング（株）		A0E31BPA1206F		A15008881		A15008881		6/5/15		随意契約		8/6/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/7/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D5電源棟等空冷式冷却塔（OM-CT-2-8）インバータ他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		415,800		志賀計装（株）		A0E31BPA1206F		A15008932		A15008932		6/8/15		随意契約		7/27/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		7/31/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン温水ポンプ（Ｍ６－ＨＰ－５）等取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,857,600		（株）高野水道工業		A0E31BPA1206F		A15010338		A15010338		6/9/15		随意契約		9/18/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		9/18/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟冷水二次ポンプ（MO-2P-A-2）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		997,920		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0E31BPA1206F		A15010226		A15010226		6/22/15		随意契約		9/18/15		中島　幸一郎		鈴木　久		9/18/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟機械室温水一次ポンプ（OM-HP-1）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		955,800		（株）楠原管工業		A0E31BPA1206F		A15011087		A15011087		6/12/15		随意契約		9/18/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		9/18/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟等湧水排水ポンプ（M5-DP-3-1.2）他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		502,200		（有）佐藤管理工業		A0E31BPA1206F		A15011812		A15011812		6/30/15		随意契約		7/21/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		7/31/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟冷水二次ポンプ（Ｍ１－２Ｐ－Ａ－１）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		954,720		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0E31BPA1206F		A15012105		A15012105		7/1/15		随意契約		9/25/15		中島　幸一郎		鈴木　久		9/25/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR東実験棟純水ポンプ（AE-PWP-2）インバータ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		264,600		志賀計装（株）		A0E31BPA1206F		A15012263		A15012263		7/2/15		随意契約		7/30/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		7/31/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・６Ｃ搬入棟等排水ポンプ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		635,040		(株)テックフィールド		A0E31BPA1206F		A15012780		A15012780		7/3/15		随意契約		7/30/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		7/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟機械室動力盤（CP-2-8）電磁開閉器取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		124,200		志賀計装（株）		A0E31BPA1206F		A15013677		A15013677		7/15/15		随意契約		8/21/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/26/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKB西トンネル等マグネット系統冷却水配管水抜弁取設工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		993,600		三機工業（株）		A0E31BPA1206F		A15014018		A15014018		7/16/15		随意契約		9/4/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		9/11/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネセン共同溝内湧水排水ポンプ用水位制御装置取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		972,000		カンキ工業（有）		A0E31BPA1206F		A15014163		A15014163		7/17/15		随意契約		8/18/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/18/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟２階機械室空気調和機（FJ-AC-2）系統外気フィルター取設工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		162,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0E31BPA1206F		A15014656		A15014656		7/27/15		随意契約		8/21/15		中島　幸一郎		鈴木　久		8/28/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟１階機械室等排水ポンプ(NM-FDP-2-2)取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		658,800		(株)テックフィールド		A0E31BPA1206F		A15014679		A15014679		7/28/15		随意契約		8/28/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		8/28/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器コントロール棟旧クライストロン準備室冷媒配管取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		604,800		（株）楠原管工業		A0E31BPA1206F		A15015178		A15015178		7/29/15		随意契約		9/11/15		佐藤　正和		小川　一弘		9/11/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟実験室４パッケージ形空調機（ＡＣＰ－１１）修理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		250,560		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BPA1206F		A15016812		A15016812		8/11/15		随意契約		8/31/15		佐藤　正和		小川　一弘		8/31/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器コントロール棟空調機（ＡＣＰ－１）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		982,800		（株）楠原管工業		A0E31BPA1206F		A15015817		A15015817		8/5/15		随意契約		9/11/15		中島　幸一郎		品川　尚也		9/11/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D5電源棟空冷式冷却塔（OM-CT-3-5,6）インバータ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		681,480		志賀計装（株）		A0E31BPA1206F		A15015875		A15015875		7/31/15		随意契約		9/4/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		9/4/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟空気調和設備（TM-AC-3）サーマルリレー取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		227,880		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BPA1206F		A15015879		A15015879		8/4/15		随意契約		9/25/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		9/25/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟消火補助水槽（NM-FT-2）他補給水配管改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		928,800		（株）楠原管工業		A0E31BPA1206F		A15015882		A15015882		7/27/15		随意契約		10/2/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		10/2/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・３Ｃ搬入棟給水バルブ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		221,400		(株)テックフィールド		A0E31BPA1206F		A15015334		A15015334		7/31/15		随意契約		9/4/15		中島　幸一郎		品川　尚也		8/28/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセンガス警報器他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		330,912		三工サービス（株）		A0E31BPA1206F		A15016565		A15016565		8/18/15		随意契約		10/21/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		11/13/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟等雑排水ポンプ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		982,800		カンキ工業（有）		A0E31BPA1206F		A15017166		A15017166		8/17/15		随意契約		9/4/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		9/4/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研６ＳＭ４補助機械棟排水ポンプ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		166,320		(株)テックフィールド		A0E31BPA1206F		A15017596		A15017596		8/18/15		随意契約		9/11/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		9/11/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟開放式膨張水槽（NM-EXPT-6）他補給水配管改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		766,800		（株）楠原管工業		A0E31BPA1206F		A15018488		A15018488		9/1/15		随意契約		10/16/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/16/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D5電源棟空冷式冷却塔（OM-CT-3-3他）インバータ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		977,400		志賀計装（株）		A0E31BPA1206F		A15018819		A15018819		9/1/15		随意契約		10/23/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/23/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・3SM1補助機械棟空調機Ｖベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		119,880		高橋興業（株）		A0E31BPA1206F		A15019446		A15019446		9/1/15		随意契約		9/28/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		9/28/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR南実験棟温水系統膨張水槽（ASD-THE-1）安全弁取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		116,100		山崎計装電設(株)		A0E31BPA1206F		A15019037		A15019037		9/1/15		随意契約		10/1/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/2/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１１電源棟制御室パッケージ形空調機改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		9,018,000		（株）楠原管工業		A0E31BPA1206F		A15014471		A15014471		9/15/15		一般競争契約		11/30/15		佐藤　正和		小川　一弘		11/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR南実験棟空冷式冷却塔（AS-CT-1）側板取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		999,000		空研工業（株）東京支店		A0E31BPA1206F		A15020515		A15020515		9/14/15		随意契約		10/9/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		10/9/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ西実験棟制御室空調吹出口修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		280,800		（株）楠原管工業		A0E31BPA1206F		A15020564		A15020564		9/17/15		随意契約		10/30/15		佐藤　正和		小川　一弘		10/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF入射器コントロール棟屋上市水配管漏水修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		302,400		関彰エンジニアリング（株）		A0E31BPA1206F		A15022019		A15022019		9/28/15		随意契約		10/13/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/16/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟機械室純水冷却水ポンプ(ＰＷＰ－５－１)用インバータ改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		999,000		（株）東邦製作所		A0E31BPA1206F		A15022027		A15022027		7/21/15		随意契約		11/6/15		佐藤　正和		丸山　雅史		11/6/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ南実験棟水冷式冷却塔(ＡＳ－ＣＴ－５)用薬液注入装置取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		777,600		（株）楠原管工業		A0E31BPA1206F		A15022031		A15022031		9/28/15		随意契約		10/16/15		佐藤　正和		丸山　雅史		10/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟機械室動力盤（FM-CP-2-3）電磁開閉器取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		482,760		志賀計装（株）		A0E31BPA1206F		A15023239		A15023239		9/30/15		随意契約		10/27/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		11/13/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF入射器棟M0機械室等膨張水槽（M0-TE-1）窒素用電磁弁他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		680,400		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BPA1206F		A15024045		A15024045		10/1/15		随意契約		1/19/16		中島　幸一郎		清岡　翔吾		1/20/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D4電源棟屋外未処理水系統冷却水配管漏水修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		550,800		関彰エンジニアリング（株）		A0E31BPA1206F		A15025506		A15025506		10/21/15		随意契約		11/19/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		11/20/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟機械室動力盤(ＣＰ-２-１)改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		986,040		（株）東邦製作所		A0E31BPA1206F		A15017600		A15017600		7/1/15		随意契約		11/2/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		10/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟2階機械室窒素配管改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		96,120		山崎計装電設(株)		A0E31BPA1206F		A15031780		A15031780		12/17/15		随意契約		2/5/16		中島　幸一郎		清岡　翔吾		2/5/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF入射器棟M15機械室等温水二方弁他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		788,400		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BPA1206F		A15031773		A15031773		12/22/15		随意契約		3/2/16		中島　幸一郎		清岡　翔吾		3/4/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF入射器棟M2機械室排風機Vベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		23,760		高橋興業（株）		A0E31BPA1206F		A15033794		A15033794		1/4/16		随意契約		1/25/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		1/25/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネセン水冷式冷却塔（M6-CT-1他）電磁弁等取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		712,800		（株）楠原管工業		A0E31BPA1206F		A15035107		A15035107		1/12/16		随意契約		2/19/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		2/19/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR南実験棟AC-5冷水弁系統等デジタル指示調節計取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		302,400		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BPA1206F		A15035319		A15035319		1/18/16		随意契約		2/5/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		2/5/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟等誘導灯他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		871,560		（有）森田電気商会		A0E31BPA1106F		A15007103		A15007103		5/29/15		随意契約		7/9/15		中島　幸一郎		伊藤　博		7/17/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF研究棟4階給湯室流し台漏水修理その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		105,840		高橋興業（株）		A0E31SA81306F		A15004706		A15004706		5/7/15		随意契約		5/20/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		5/20/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館南側東屋給水栓漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		207,360		（有）佐藤管理工業		A0E31SA81306F		A15006134		A15006134		5/18/15		随意契約		6/5/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		6/5/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器コントロール棟等手洗器水栓金具他取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		42,120		（株）エムエス　つくば営業所		A0E31SA81306F		A15006165		A15006165		5/13/15		随意契約		6/1/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		6/5/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS加速器準備棟屋内消火栓配管改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		946,080		（株）楠原管工業		A0E31SA81306F		A15007517		A15007517		5/14/15		随意契約		8/21/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/21/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟男子トイレ小便器排水管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		124,200		（有）佐藤管理工業		A0E31SA81306F		A15008270		A15008270		6/3/15		随意契約		6/15/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		6/19/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター排水ポンプ取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		117,720		(株)テックフィールド		A0E31SA81306F		A15008180		A15008180		5/20/15		随意契約		6/22/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		6/26/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館全熱交換器（ＨＥＡ－２）ダンパモーター取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		102,600		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SA81306F		A15009001		A15009001		6/10/15		随意契約		6/30/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		6/30/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟電気室有圧扇取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		64,800		（株）楠原管工業		A0E31SA81306F		A15009191		A15009191		6/8/15		随意契約		6/24/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		6/24/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館（７０２室系統）パッケージ形空調機ＩＮＶ放熱用ファンモーター他交換		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		66,960		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SA81306F		A15010236		A15010236		6/19/15		随意契約		6/30/15		中島　幸一郎		小川　一弘		6/30/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター女子便所洗浄バルブ他取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		23,760		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　茨城営業所		A0E31SA81306F		A15010295		A15010295		6/16/15		随意契約		6/30/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		6/30/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館７階男子便所大便器洗浄便座取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		88,560		（株）エムエス　つくば営業所		A0E31SA81306F		A15013267		A15013267		7/10/15		随意契約		7/29/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/5/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研加速器小保管棟共同溝排水ポンプ吐出配管取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		133,920		(株)テックフィールド		A0E31SA81306F		A15013401		A15013401		7/13/15		随意契約		7/30/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		7/30/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研東カウンターホール出入管理室給湯器他修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		25,380		高橋興業（株）		A0E31SA81306F		A15012671		A15012671		7/1/15		随意契約		7/22/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		7/22/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階施設部側男子便所自動水栓修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		16,740		（株）エムエス　つくば営業所		A0E31SA81306F		A15014058		A15014058		7/21/15		随意契約		7/29/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/3/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟工作室空調機取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		855,360		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SA81306F		A15015126		A15015126		7/30/15		随意契約		9/11/15		佐藤　正和		品川　尚也		9/11/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研化学実験棟女子更衣室ルームエアコン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		345,600		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SA81306F		A15015863		A15015863		8/3/15		随意契約		9/11/15		佐藤　正和		品川　尚也		9/11/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟104室A空調機取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		428,760		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SA81306F		A15016223		A15016223		8/10/15		随意契約		9/11/15		佐藤　正和		品川　尚也		9/11/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設３号棟市水給水配管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		68,040		（株）楠原管工業		A0E31SA81306F		A15015330		A15015330		7/31/15		随意契約		8/19/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/19/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟ＧＬＣ機械室系統市水給水配管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		216,000		（有）佐藤管理工業		A0E31SA81306F		A15014907		A15014907		7/29/15		随意契約		8/21/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/21/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館１階女子便所大便器洗浄便座取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		74,520		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　茨城営業所		A0E31SA81306F		A15015142		A15015142		7/28/15		随意契約		8/19/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/19/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館２階女子便所自動水栓修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		16,200		（株）エムエス　つくば営業所		A0E31SA81306F		A15016250		A15016250		8/6/15		随意契約		8/17/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/26/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター女子便所洗浄便座電源基盤取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		11,880		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　茨城営業所		A0E31SA81306F		A15017063		A15017063		8/17/15		随意契約		9/4/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/26/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研開発共用棟PS井水受水槽ドレンバルブ交換その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		42,120		高橋興業（株）		A0E31SA81306F		A15016580		A15016580		8/3/15		随意契約		8/28/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		8/28/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS市水ポンプ室市水給水配管漏水修理その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		87,480		高橋興業（株）		A0E31SA81306F		A15019449		A15019449		9/4/15		随意契約		9/25/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		9/25/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研開発共用棟東側市水受水槽(№２)溶接修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		246,240		（株）ダイトー		A0E31SA81306F		A15020058		A15020058		8/31/15		随意契約		9/30/15		佐藤　正和		丸山　雅史		9/25/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階施設部側男子便所等自動水栓他修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		26,460		（株）エムエス　つくば営業所		A0E31SA81306F		A15022484		A15022484		9/18/15		随意契約		10/16/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/21/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター等女子便所温水タンク他取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		111,780		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　茨城営業所		A0E31SA81306F		A15023477		A15023477		10/7/15		随意契約		10/23/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		10/23/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階湯沸室小型湯沸器取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		42,120		東京ガス（株）つくば支社		A0E31SA81306F		A15029009		A15029009		12/1/15		随意契約		12/18/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		12/18/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟女子便所等洗浄便座他取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		93,420		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　茨城営業所		A0E31SA81306F		A15030466		A15030466		12/1/15		随意契約		1/14/16		中島　幸一郎		清岡　翔吾		1/15/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネルギーセンター消火栓用フレキシブル継手取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		153,360		（株）楠原管工業		A0E31SA81306F		A15031774		A15031774		12/11/15		随意契約		1/15/16		中島　幸一郎		清岡　翔吾		1/15/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館北側汚水管詰り修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		635,040		（株）中城		A0E31SA81306F		A15030146		A15030146		12/9/15		随意契約		1/5/16		中島　幸一郎		丸山　雅史		12/25/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟埋設井水配管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		86,400		（株）楠原管工業		A0E31SA81306F		A15033585		A15033585		1/8/16		随意契約		1/26/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		1/25/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ERL開発棟実験ホール圧力扇フィルター交換その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		67,500		高橋興業（株）		A0E31SA81306F		A15033797		A15033797		1/6/16		随意契約		1/27/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		1/27/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR北実験棟屋外消火ポンプ(AN-FP-2)修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		57,240		㈱荏原製作所　つくば営業所		A0E31SA81306F		A15035413		A15035413		1/12/16		随意契約		2/12/16		中島　幸一郎		丸山　雅史		2/12/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟会議室１パッケージ形空調機Ｎｏ．１圧縮機他交換		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		313,200		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31SA81306F		A15037150		A15037150		2/3/16		随意契約		2/12/16		佐藤　正和		小川　一弘		2/12/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光機械棟等屋内消火ポンプ(NM-FP-1)用フローメータ取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		855,360		（株）楠原管工業		A0E31SA81306F		A15037270		A15037270		12/25/15		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/18/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館4階給湯室流し台排水詰まり修理その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		62,640		高橋興業（株）		A0E31SA81306F		A15037122		A15037122		2/4/16		随意契約		2/22/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		2/24/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研開発共用棟３階倉庫出入口扉ドアノブ交換工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		30,780		(株)山三		A0E31SA81106F		A15000630		A15000630		4/6/15		随意契約		5/26/15		中島　幸一郎		松本　利男		5/22/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・９Ｃ搬入棟外壁クラック補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		237,600		水戸屋建設(株)		A0E31SA81106F		A15001554		A15001554		4/21/15		随意契約		5/15/15		中島　幸一郎		松本　利男		5/22/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研開発共用棟３階倉庫階段手摺取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		189,000		（株）近藤工務店		A0E31SA81106F		A15005479		A15005479		5/15/15		随意契約		6/16/15		中島　幸一郎		鷺森　航太		6/26/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館１階ホール南側鋼製建具改修その他建具工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		962,820		(株)山三		A0E31SA81106F		A15008107		A15008107		6/1/15		随意契約		9/8/15		中島　幸一郎		峯　秀介		9/30/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研東カウンターホール出入管理室出入口鋼製建具補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		35,856		つくばキーセンター　澤邉久輝		A0E31SA81106F		A15011566		A15011566		6/29/15		随意契約		7/29/15		佐藤　正和		髙橋　誠		8/31/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ10電源棟循環圧縮機室鋼製建具改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		604,800		(株)山三		A0E31SA81106F		A15011889		A15011889		7/2/15		随意契約		9/25/15		佐藤　正和		髙橋　誠		10/15/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研S-1変電棟東側たて樋交換工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		712,800		水戸屋建設(株)		A0E31SA81106F		A15012815		A15012815		7/10/15		随意契約		8/10/15		佐藤　正和		鷺森　航太		9/11/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光特高変電棟高圧盤室雨漏り補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		345,600		水戸屋建設(株)		A0E31SA81106F		A15012820		A15012820		7/13/15		随意契約		8/20/15		佐藤　正和		鷺森　航太		9/18/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D10電源棟控室雨漏り補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		140,400		水戸屋建設(株)		A0E31SA81106F		A15012813		A15012813		7/9/15		随意契約		8/10/15		佐藤　正和		鷺森　航太		8/28/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研2号館男子トイレ手摺取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		529,200		ツクバメンテナンス（株）		A0E31SA81106F		A15012342		A15012342		7/8/15		随意契約		8/3/15		佐藤　正和		峯　秀介		8/7/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟南側等遮熱対策外部ネット取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		345,600		(株）共進工業		A0E31SA81106F		A15013181		A15013181		7/1/15		随意契約		8/5/15		佐藤　正和		府川　薫		8/17/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館内部側自動ドア改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		313,200		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		A0E31SA81106F		A15013420		A15013420		7/15/15		随意契約		8/26/15		佐藤　正和		峯　秀介		8/31/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟特別会議室ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ交換工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		32,724		つくばキーセンター　澤邉久輝		A0E31SA81106F		A15013863		A15013863		7/21/15		随意契約		8/4/15		中島　幸一郎		峯　秀介		8/11/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・９Ｃ搬入棟男子便所フロアハッチ改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		86,400		（株）近藤工務店		A0E31SA81106F		A15013346		A15013346		7/23/15		随意契約		8/10/15		中島　幸一郎		松本　利男		8/7/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館１階身障者便所鋼製建具改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		48,600		(株)山三		A0E31SA81106F		A15013866		A15013866		8/3/15		随意契約		8/27/15		佐藤　正和		峯　秀介		9/4/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研東カウンターホール車庫鋼製建具改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		695,520		(株)山三		A0E31SA81106F		A15017894		A15017894		8/24/15		随意契約		10/20/15		佐藤　正和		髙橋　誠		10/20/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館１階会議室たて樋補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		291,600		水戸屋建設(株)		A0E31SA81106F		A15017949		A15017949		8/17/15		随意契約		9/7/15		佐藤　正和		鷺森　航太		9/4/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館外部側自動ドア改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		291,600		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		A0E31SA81106F		A15022224		A15022224		10/5/15		随意契約		11/13/15		佐藤　正和		峯　秀介		11/20/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D7電源棟制御室天井補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		145,800		（株）近藤工務店		A0E31SA81106F		A15026519		A15026519		11/11/15		随意契約		12/1/15		中島　幸一郎		峯　秀介		12/11/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館外部側自動ドア改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		225,720		(株)山三		A0E31SA81106F		A15027404		A15027404		11/18/15		随意契約		12/16/15		中島　幸一郎		峯　秀介		12/25/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射線管理棟103打合せ室ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		19,440		(株)山三		A0E31SA81106F		A15028598		A15028598		11/30/15		随意契約		12/4/15		中島　幸一郎		峯　秀介		12/11/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ニュートリノ電源棟電動シャッター補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		145,800		(株)山三		A0E31SA81106F		A15031068		A15031068		12/17/15		随意契約		2/12/16		中島　幸一郎		峯　秀介		2/26/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館展望台屋上防水改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		192,660		水戸屋建設(株)		A0E31SA81106F		A15032929				12/18/15		随意契約		2/1/16		中島　幸一郎		鷺森　航太		2/26/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館内部側自動ドアタッチセンサー改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		210,600		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		A0E31SA81106F		A15034332		A15034332		1/19/16		随意契約		2/26/16		中島　幸一郎		峯　秀介		2/26/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF実験準備棟実験準備ホール西側鋼製建具電気錠改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		302,400		(株)山三		A0E31SA81106F		A15034888		A15034888		1/21/16		随意契約		2/9/16		佐藤　正和		峯　秀介		2/12/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館1階会議・応接室天井補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		259,200		ツクバメンテナンス（株）		A0E31SA81106F		A15036580		A15036580		2/8/16		随意契約		3/4/16		佐藤　正和		鷺森　航太		3/4/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟車寄せ庇防水改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		993,600		水戸屋建設(株)		A0E31SA81106F		A15036579		A15036579		2/8/16		随意契約		3/8/16		佐藤　正和		鷺森　航太		3/11/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター玄関前床タイル等補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		129,600		（株）近藤工務店		A0E31SA81106F		A15037813		A15037813		2/9/16		随意契約		3/3/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/15/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D5電源棟南東側入口雨漏り補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		637,200		水戸屋建設(株)		A0E31SA81106F		A15039935		A15039935		2/26/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		鷺森　航太		3/18/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館正面玄関出入管理装置磁気カードリーダ取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		265,680		中央電子（株）　サービス事業部		A0E31SA81206F		A15000356		A15000356		4/8/15		随意契約		4/20/15		中島　幸一郎		塚本　智		4/22/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR東実験棟等自動火災報知設備用配線改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		972,000		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15000963		A15000963		4/13/15		随意契約		4/27/15		中島　幸一郎		塚本　智		4/30/15

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階男女共同参画推進室電話配線他取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		57,240		0		0		（株）須藤電気商会		A0E31SA81206F		A15002088		A15002478		4/22/15		随意契約		4/30/15		中島　幸一郎		板山　裕之		4/30/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟等誘導灯他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		264,600		（有）信濃電設		A0E31SA81206F		A15001099		A15001099		4/15/15		随意契約		5/15/15		中島　幸一郎		伊藤　博		5/15/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階男女共同参画推進室電話配線他取設工事　		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		57,240		（株）須藤電気商会		A0E31SA81206F		A15002478				4/22/15		随意契約		4/30/15		中島　幸一郎		板山　裕之		4/30/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導リニアック試験施設棟エレベーターシーケンサーユニット取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		378,000		日本エレベーター製造（株）		A0E31SA81206F		A15002960		A15002960		4/28/15		随意契約		5/25/15		中島　幸一郎		氏家　和輝		5/22/15

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟財務部コンセント移設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		60,934		0		0		（株）須藤電気商会		A0E31SA81206F		A15003739		A15005036		5/8/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		小林　利弘		5/29/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟財務部コンセント移設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		60,934		（株）須藤電気商会		A0E31SA81206F		A15005036				5/8/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		小林　利弘		5/29/15

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホール等誘導灯他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		506,520		0		0		（有）信濃電設		A0E31SA81206F		A15008265		A15008613		6/5/15		随意契約		8/3/15		中島　幸一郎		伊藤　博		7/31/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホール等誘導灯他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		506,520		（有）信濃電設		A0E31SA81206F		A15008613				6/5/15		随意契約		8/3/15		中島　幸一郎		伊藤　博		7/31/15

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D5電源棟クリーンルーム照明スイッチ改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		423,360		0		0		（株）須藤電気商会		A0E31SA81206F		A15011929		A15012063		7/3/15		随意契約		7/31/15		中島　幸一郎		山中　将		7/31/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ５電源棟クリーンルーム照明スイッチ改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		423,360		（株）須藤電気商会		A0E31SA81206F		A15012063				7/3/15		随意契約		7/31/15		中島　幸一郎		山中　将		7/31/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟２階事務室ボタン電話主装置撤去その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		86,184		常伸電通システム（株）		A0E31SA81206F		A15016220		A15016220		8/5/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		氏家　和輝		9/18/15

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設A号棟屋外ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		189,000		0		0		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15017663		A15018744		8/26/15		随意契約		9/7/15		中島　幸一郎		塚本　智		9/11/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員会館等テレビ共同受信設備（ACCS)用屋外配線引替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		399,600		東陽工業（株）北関東支店		A0E31SA81206F		A15016951		A15016951		8/18/15		随意契約		9/18/15		中島　幸一郎		氏家　和輝		9/25/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ａ号棟屋外ブラケット灯取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		189,000		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15018744				8/26/15		随意契約		9/7/15		中島　幸一郎		塚本　智		9/11/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研市水ポンプ室等火災報知設備用配線その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		616,680		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15018828		A15018828		9/3/15		随意契約		9/29/15		佐藤　正和		瀬谷　憲明		9/30/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館電子交換機室等電話交換装置電源基盤取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		137,160		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E31SA81206F		A15020501		A15020501		8/17/15		随意契約		9/30/15		佐藤　正和		氏家　和輝		9/30/15

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階情報基盤管理室等情報用コンセント取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		13,284		0		0		（株）須藤電気商会		A0E31SA81206F		A15021103		A15021520		9/28/15		随意契約		10/9/15		佐藤　正和		瀬谷　憲明		10/9/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階情報基盤管理室等情報コンセント取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		13,284		（株）須藤電気商会		A0E31SA81206F		A15021520				9/28/15		随意契約		10/9/15		佐藤　正和		瀬谷　憲明		10/9/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKBトンネル連動制御盤改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		721,440		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SA81206F		A15022769		A15022769		10/13/15		随意契約		12/1/15		中島　幸一郎		瀬谷　憲明		11/27/15

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設B号棟104室換気扇取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		95,040		0		0		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15024208		A15025755		10/23/15		随意契約		11/5/15		中島　幸一郎		塚本　智		11/6/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設B号棟104室換気扇取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		95,040		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15025755				10/23/15		随意契約		11/5/15		中島　幸一郎		塚本　智		11/6/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟等西側出入口照明他改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		270,000		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15025322		A15025322		11/4/15		随意契約		12/10/15		中島　幸一郎		氏家　和輝		12/11/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟等エレベーター設備ワイヤーロープ他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		2,111,400		日本エレベーター製造（株）		A0E31SA81206F		A15024685		A15024685		11/10/15		随意契約		2/12/16		中島　幸一郎		瀬谷　憲明		2/12/16

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館等誘導灯その他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		879,120		0		0		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15028958		A15029931		11/30/15		随意契約		12/25/15		中島　幸一郎		吉原　裕一		1/15/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館等誘導灯その他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		879,120		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15029931				11/30/15		随意契約		12/25/15		中島　幸一郎		吉原　裕一		1/15/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟等誘導灯その他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		955,800		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15031609		A15031609		12/18/15		随意契約		2/16/16		中島　幸一郎		瀬谷　憲明		3/4/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館１階エントランス照明器具取替他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		237,600		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15031851		A15031851		1/5/16		随意契約		2/3/16		佐藤　正和		塚本　智		2/5/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟等エレベーター設備油圧パワーユニット用電動機他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		2,430,000		日本オーチス・エレベータ（株）関東支店		A0E31SA81206F		A15031636		A15031636		1/14/16		随意契約		3/18/16		中島　幸一郎		氏家　和輝		3/18/16

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階打ち合わせ室等電話回線移設他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		30,888		0		0		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E31SA81206F		A15034700		A15035395		1/21/16		随意契約		1/29/16		中島　幸一郎		海老沢　明世		1/29/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟構内交換装置用保守コンソール等取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		550,800		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E31SA81206F		A15034466		A15034466		1/21/16		随意契約		3/17/16		佐藤　正和		瀬谷　憲明		3/18/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR実験準備棟光学素子評価室等照明器具安定器取替工事			運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		518,400		高橋興業（株）		A0E31SA81206F		A15035016		A15035016		1/22/16		随意契約		2/26/16		佐藤　正和		塚本　智		2/26/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第2機械棟等外壁ｸﾗｯｸ補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		810,000		水戸屋建設(株)		A0E31SA82106F		A15026402		A15026402		11/16/15		随意契約		1/5/16		中島　幸一郎		府川　薫		1/8/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ﾕｰｻﾞｰ宿泊施設周辺通り抜け禁止看板設置業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		77,922		松枝印刷（株）		A0E31SA82106F		A15026267		A15026267		11/9/15		随意契約		12/2/15		中島　幸一郎		府川　薫		11/27/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）1号館1階ｺﾓﾝｽﾍﾟｰｽ建具補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		583,200		ツクバメンテナンス（株）		A0E31SA82106F		A15026403		A15026403		12/24/15		随意契約		3/15/16		佐藤　正和		府川　薫		3/15/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海2号館男子トイレ雨漏り補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		226,800		水戸屋建設(株)		A0E31SA82106F		A15034771		A15034771		1/21/16		随意契約		3/3/16		佐藤　正和		府川　薫		3/15/16

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第１電源棟等非常灯用蓄電池他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		24,246		0		0		金沢産業（株）		A0E31SA82206F		A15024767		A15025753		10/28/15		随意契約		12/24/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		12/25/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第１電源棟等非常灯用蓄電池他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		24,246		金沢産業（株）		A0E31SA82206F		A15025753				10/28/15		随意契約		12/24/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		12/25/15

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟等照明器具取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		155,736		0		0		金沢産業（株）		A0E31SA82206F		A15034293		A15035398		1/21/16		随意契約		3/23/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/11/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟等照明器具取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		155,736		金沢産業（株）		A0E31SA82206F		A15035398				1/21/16		随意契約		3/23/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/11/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ERL開発棟ERL準備室４避難口誘導灯新設その他工事		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-室長		0		0		110,160		（有）森田電気商会		A0EAALAe1306F		A15021535		A15021535		10/1/15		随意契約		10/29/15		佐藤　正和		河田　洋		10/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネERL開発棟実験ホール南側たて樋改修工事		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-放射線		0		0		691,200		水戸屋建設(株)		A0EAALAe1176F		A15012957		A15012957		7/17/15		随意契約		9/7/15		中島　幸一郎		芳賀　開一		9/16/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟純水冷却水PP-1系統空気式三方弁取替工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		756,000		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0EAALAl2106F		A15001034		A15001034		5/18/15		随意契約		8/6/15		中島　幸一郎		照沼　信浩		7/31/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟GLC系統他窒素配管修理工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		135,000		（株）楠原管工業		A0EAALAl2106F		A15001031		A15001031		5/14/15		随意契約		7/3/15		中島　幸一郎		照沼　信浩		7/3/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟実験室西側シャッター開閉機交換工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		421,200		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		A0EAALAl2106F		A15002261		A15002261		5/25/15		随意契約		7/15/15		佐藤　正和		照沼　信浩		9/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟水冷式冷却塔(D-CT-2)散水ポンプ他取替工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		410,400		（株）楠原管工業		A0EAALAl2106F		A15001030		A15001030		7/8/15		随意契約		8/21/15		中島　幸一郎		照沼　信浩		8/21/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟水冷式冷却塔(D-CT-1-2)凍結防止ヒーター取替工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		259,200		（株）楠原管工業		A0EAALAl2106F		A15001033		A15001033		6/29/15		随意契約		8/24/15		中島　幸一郎		照沼　信浩		8/24/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟純水精製装置（Ｄ－ＰＷＵ－１）樹脂取替		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		259,200		ＮＥＣファシリティーズ(株)北関東ファシリティマネジメント事業部		A0EAALAl2106F		A15018518		A15018518		9/7/15		随意契約		9/29/15		佐藤　正和		内藤　孝		10/16/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟ダンピング機械室純水精製装置（D-PWU-3）安全弁取替工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		221,400		（株）楠原管工業		A0EAALAl2106F		A15018516		A15018516		9/25/15		随意契約		10/27/15		佐藤　正和		内藤　孝		10/27/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟窒素集合装置改修工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		247,320		（株）楠原管工業		A0EAALAl2106F		A15021046		A15021046		9/25/15		随意契約		11/2/15		佐藤　正和		内藤　孝		10/28/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟膨張水槽（AH-TE-2）膨張管漏水修理工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		55,080		山崎計装電設(株)		A0EAALAl2106F		A15025414		A15025414		11/2/15		随意契約		12/11/15		中島　幸一郎		内藤　孝		12/11/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導リニアック試験施設棟制御室漏水補修工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-共通		0		0		334,800		水戸屋建設(株)		A0EAALAl2186F		A15022000		A15022000		10/5/15		随意契約		10/30/15		佐藤　正和		早野　仁司		10/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館４階４０５号室火災報知設備用感知器取設工事		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-共通		0		0		114,480		能美防災(株) 茨城支社		A0EAALAl2186F		A15039629		A15039629		2/23/16		随意契約		3/18/16		中島　幸一郎		道園　真一郎		3/18/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟雨漏れ改修工事		運交金-先端-測定器開発・物件費(先端)-その他		0		0		837,000		興和建業（株）		A0EAALAd1196F		A15016745		A15016745		8/17/15		随意契約		9/25/15		中島　幸一郎		幅　淳二		10/2/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟中実験室3鋼製建具改修工事		運交金-素核研-エレクトロS(一般)-物件費		0		0		30,240		(株)山三		A0A20SAv1106F		A15016671		A15016671		8/17/15		随意契約		10/2/15		中島　幸一郎		島崎　昇一		10/2/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟108室情報コンセント取設工事		運交金-素核研-エレクトロS(一般)-物件費		0		0		95,040		（株）須藤電気商会		A0A20SAv1106F		A15018829		A15018829		10/13/15		随意契約		10/29/15		佐藤　正和		庄子　正剛		10/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟１階搬入ヤード鋼製建具ドアクローザー改修その他工事		運交金-素核研-実験室安全(一般)-物件費		0		0		87,480		(株)山三		A0A20SAx1106F		A15020428		A15020428		9/16/15		随意契約		10/29/15		中島　幸一郎		古川　圭三		10/30/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館216室等鋼製建具鍵交換工事		運交金-素核研-理論センター(一般)-物件費・共通		0		0		116,640		(株)山三		A0A20SAr1146F		A15029891		A15029891		12/9/15		随意契約		2/16/16		中島　幸一郎		野尻　美保子		2/29/16

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟等自動販売機用屋外コンセント取設工事		運交金-素長-素核研共通(一般)-物件費		22,680		0		0		メイデン（株）		A0A01SA01106F		A15037896		A15040734		2/12/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/18/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟等自動販売機用屋外コンセント取設工事		運交金-素長-素核研共通(一般)-物件費		0		0		22,680		メイデン（株）		A0A01SA01106F		A15040734				2/12/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/18/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研低温機器収納庫北側外壁シーリング打替工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		64,800		水戸屋建設(株)		A0D13SA09126F		A15001750		A15001750		4/7/15		随意契約		4/22/15		中島　幸一郎		中本　建志		4/30/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第３低温棟実験盤R3-EX-3配線用遮断器取替工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		37,260		（有）森田電気商会		A0D13SA09126F		A15012571		A15012571		7/9/15		随意契約		8/10/15		中島　幸一郎		中本　建志		8/7/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研第２低温棟冷却水ポンプ（Ｐ‐１７）取替他工事　他1件		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-冷凍機維持経費		0		0		91,800				A0D13SA09106F		462806				2/29/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟屋上防水補修工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		2,084,400		水戸屋建設(株)		A0BB1PA03106F		A15014253		A15014253		6/19/15		随意契約		8/10/15		佐藤　正和		足立　伸一		8/7/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟１階実験室漏水補修その他工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		2,343,600		水戸屋建設(株)		A0BB1PA03106F		A15014674		A15014674		7/31/15		随意契約		9/7/15		佐藤　正和		足立　伸一		9/18/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟１階実験準備室鋼製建具補修工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		23,760		(株)山三		A0BB1PA03106F		A15017926		A15017926		8/26/15		随意契約		9/16/15		佐藤　正和		足立　伸一		9/18/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟１階結晶準備室等電気錠取設工事		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		304,182		つくばキーセンター　澤邉久輝		A0BB1PA03106F		A15023343		A15023343		10/14/15		随意契約		12/4/15		中島　幸一郎		足立　伸一		12/25/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北東実験棟実験室実験盤Ｇ－ＥＸ－１０改修工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-NE5C,7A		0		0		33,480		（有）森田電気商会		A0B10PA02396F		A15022703		A15022703		10/8/15		随意契約		10/15/15		佐藤　正和		亀卦川　卓美		10/16/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟実験室４空調用手元開閉器取設工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造生物準備室		0		0		139,320		（有）森田電気商会		A0B10PA02456F		A15017658		A15017658		8/25/15		随意契約		9/25/15		佐藤　正和		加藤　龍一		9/25/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟実験室４クロマトチャンバー用コンセント他取設工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-生命科学GL留置		0		0		155,520		（有）森田電気商会		A0B10PA02496F		A15026944		A15026944		11/24/15		随意契約		12/10/15		中島　幸一郎		千田　俊哉		12/11/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟壁隙間補修工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-生命科学GL留置		0		0		43,200		ツクバメンテナンス（株）		A0B10PA02496F		A15029584		A15029584		12/14/15		随意契約		1/19/16		中島　幸一郎		千田　俊哉		1/8/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟等西口自動ドア改修その他工事		運交金-放一・二-施設利用料(一般)-放射光		0		0		664,200		(株)山三		A0B10SA11106F		A15026652		A15026652		11/10/15		随意契約		1/28/16		中島　幸一郎		足立　伸一		1/29/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北棟１階実験室照明その他改修工事		運交金-放一・二-施設利用料(一般)-放射光		0		0		560,520		（株）須藤電気商会		A0B10SA11106F		A15031213		A15031213		12/22/15		随意契約		1/29/16		佐藤　正和		足立　伸一		1/29/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟413室天井改修工事		運交金-放一・二-施設利用料(一般)-放射光		0		0		159,840		ツクバメンテナンス（株）		A0B10SA11106F		A15041345		A15041345		3/4/16		随意契約		3/15/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/29/16

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟4階413号室等電話回線設置その他工事		運交金-放一・二-施設利用料(一般)-放射光		16,740		0		0		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0B10SA11106F		A15042652		A15044124		3/17/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/31/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟4階413号室等電話回線設置その他工事		運交金-放一・二-施設利用料(一般)-放射光		0		0		16,740		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0B10SA11106F		A15044124				3/17/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/31/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ実験準備棟（２Ｆ系統）パッケージ形空調機圧縮機他交換		運交金-放一・二-放射光(一般)-PF共通		0		0		839,160		(株)アメニティ・ジャパン		A0B10SA08106F		A15033743		A15033743		1/14/16		随意契約		2/5/16		佐藤　正和		足立　伸一		2/5/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射線管理棟104室1階テレメータ受信室電気錠取設工事		運交金-放射セ-加速器安全(J)-出入管理システム維持		0		0		107,946		つくばキーセンター　澤邉久輝		A0D11JA01186F		A15029803		A15029803		12/3/15		随意契約		1/21/16		中島　幸一郎		佐波　俊哉		1/29/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟陽電子ビーム実験準備室等改修工事		共同研-加七-15C217 トヤマ・小林-研究費		0		0		1,868,400		（株）塚本建装		C1C27A217056F		A15023183		A15023183		10/30/15		随意契約		12/9/15		佐藤　正和		小林　幸則		11/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟陽電子ビーム実験準備室入口遮蔽扉通電工事		共同研-加七-15C217 トヤマ・小林-研究費		0		0		410,400		技研興業(株)テクノシールド事業本部		C1C27A217056F		A15023182		A15023182		11/5/15		随意契約		12/16/15		佐藤　正和		小林　幸則		12/18/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員会館２Ｆ会議室アルミ面格子取設工事		雑収入-機構共通-育児支援室経費(科間･K裁量)-物件費		0		0		241,920		ツクバメンテナンス（株）		CCE51AkT1106F		A15037018		A15037018		2/8/16		随意契約		3/15/16		佐藤　正和		千田　英雄		3/15/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研（東海）放射化物保管庫新営その他工事　他7件		施設整備-施設部-[東海]基幹・環境整備-施設整備費		0		0		414,720				E0E31A210016F		0000465531-04				3/15/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D4電源棟等女子便所取設電気設備工事		受託研費-機構共通-KEKB女子トイレ経費(間接･K裁量)-工事費		0		0		466,560		（株）須藤電気商会		C2E51AkT6106F		A15018844		A15018844		10/26/15		随意契約		1/29/16		中島　幸一郎		板山　裕之		1/29/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研MR・D4電源棟等女子便所取設機械設備工事		受託研費-機構共通-KEKB女子トイレ経費(間接･K裁量)-工事費		0		0		752,760		（株）楠原管工業		C2E51AkT6106F		458550				2/1/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）1号館３階男子トイレ鍵補修工事		受託研費-機構共通-東海C運営費(間接)-物件費		0		0		13,500		ツクバメンテナンス（株）		C2E51Ak20106F		A15029894		A15029894		12/11/15		随意契約		2/25/16		中島　幸一郎		山口　陽		2/23/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟風除室火災報知器取設工事		受託研費-機構共通-東海C運営費(間接)-物件費		0		0		249,480		能美防災(株) 茨城支社		C2E51Ak20106F		A15034838		A15034838		1/22/16		随意契約		3/23/16		中島　幸一郎		山口　陽		3/18/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研周回道路（ＭＲ・9ＳＭ5補助機械棟付近）補修工事		受託研費-施設部-構内道路･標示補修(間接･K裁量)-事業費		0		0		496,800		（株）ミヤモト開発		C2E31AkT3106F		A15011561		A15011561		6/29/15		随意契約		8/27/15		佐藤　正和		髙橋　誠		9/11/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟クリーンルーム用電源取設工事		受託研費-先端-国際科学ｲﾉﾍﾞ拠点(間接・K裁量)-事業費		0		0		751,680		メイデン（株）		C2EAAAkT7106F		A15012045		A15012045		7/8/15		随意契約		8/24/15		佐藤　正和		道園　真一郎		8/21/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ実験準備棟光学素子評価室外壁補修工事		受託研費-放二-間接・SIP[木村]-設備費		0		0		133,920		柳澤工業（株）		C2B12Ak01016F		A15012219		A15012219		6/16/15		随意契約		7/24/15		佐藤　正和		丹羽　尉博		7/31/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ実験準備棟光学素子評価室実験盤GG-EX-3ブレーカー取設工事		受託研費-放二-間接・SIP[木村]-設備費		0		0		20,520		メイデン（株）		C2B12Ak01016F		A15012562		A15012562		7/10/15		随意契約		8/11/15		佐藤　正和		武市　泰男		8/11/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟地下１階電灯配線改修工事		受託研費-放二-間接・SIP[木村]-設備費		0		0		551,880		（有）信濃電設		C2B12Ak01016F		A15019765		A15019765		9/14/15		随意契約		10/30/15		佐藤　正和		木村　正雄		10/30/15

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟4階413号室等電話回線設置その他工事		収見合-管理局-企画課-物件費		95,040		0		0		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A1E41SA73106F		A15043157		A15044124		3/17/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/31/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟4階413号室等電話回線設置その他工事		収見合-管理局-企画課-物件費		0		0		95,040		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A1E41SA73106F		A15044124				3/17/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用宿泊施設１号棟３階男子便所大便器ボールタップ取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		28,620		（有）佐藤管理工業		A1E51SA20506F		A15001196		A15001196		4/2/15		随意契約		5/7/15		中島　幸一郎		吉原　裕一		5/15/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟等便所大便器ボールタップ他取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		433,080		（有）佐藤管理工業		A1E51SA20506F		A15006205		A15006205		5/21/15		随意契約		6/22/15		中島　幸一郎		吉原　裕一		6/30/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホール等誘導灯他取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		31,320		（有）信濃電設		A1E51SA20506F		A15008613				6/5/15		随意契約		8/3/15		中島　幸一郎		伊藤　博		7/31/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟等鋼製建具改修その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		447,120		(株)山三		A1E51SA20506F		A15011511		A15011511		6/23/15		随意契約		9/25/15		中島　幸一郎		吉原　裕一		9/30/15

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設A号棟屋外ブラケット灯取替その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		49,140		0		0		（有）森田電気商会		A1E51SA20506F		A15017305		A15018744		8/26/15		随意契約		9/7/15		中島　幸一郎		塚本　智		9/11/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ａ号棟屋外ブラケット灯取替その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		49,140		（有）森田電気商会		A1E51SA20506F		A15018744				8/26/15		随意契約		9/7/15		中島　幸一郎		塚本　智		9/11/15

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設B号棟104室換気扇取替その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		28,080		0		0		（有）森田電気商会		A1E51SA20506F		A15023806		A15025755		10/23/15		随意契約		11/5/15		中島　幸一郎		塚本　智		11/6/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設B号棟104室換気扇取替その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		28,080		（有）森田電気商会		A1E51SA20506F		A15025755				10/23/15		随意契約		11/5/15		中島　幸一郎		塚本　智		11/6/15

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館等誘導灯その他取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		93,960		0		0		（有）森田電気商会		A1E51SA20506F		A15028472		A15029931		11/30/15		随意契約		12/25/15		中島　幸一郎		吉原　裕一		1/15/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館等誘導灯その他取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		93,960		（有）森田電気商会		A1E51SA20506F		A15029931				11/30/15		随意契約		12/25/15		中島　幸一郎		吉原　裕一		1/15/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設４号棟３階女子浴室鋼製建具改修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		235,656		(株)山三		A1E51SA20506F		A15030014		A15030014		12/7/15		随意契約		2/18/16		中島　幸一郎		吉原　裕一		3/15/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設２号棟廊下等床改修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		2,235,600		（株）近藤工務店		A1E51SA20506F		A15029756		A15029756		12/25/15		随意契約		3/4/16		佐藤　正和		吉原　裕一		3/4/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟EXP.J部床補修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		54,000		ツクバメンテナンス（株）		A1E51SA20506F		A15029755		A15029755		12/17/15		随意契約		2/1/16		中島　幸一郎		吉原　裕一		1/29/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設４号棟３０３室ユニットバス換気扇取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		31,860		（有）佐藤管理工業		A1E51SA20506F		A15032691		A15032691		12/21/15		随意契約		1/21/16		中島　幸一郎		吉原　裕一		1/25/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設C号棟101室パイプスペース扉補修その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		62,640		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		A1E51SA20506F		A15033811		A15033811		1/13/16		随意契約		2/25/16		中島　幸一郎		吉原　裕一		2/29/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設C号棟１０１室等コンセント取替その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		32,400		メイデン（株）		A1E51SA20506F		A15035745		A15035745		2/2/16		随意契約		2/16/16		佐藤　正和		吉原　裕一		2/19/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟等自販機用コンセント取設その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		259,200		メイデン（株）		A1E51SA20506F		A15038549		A15038549		2/18/16		随意契約		3/23/16		中島　幸一郎		吉原　裕一		3/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設213号室壁補修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		43,200		東康建設工業（株）		A1E51SA21106F		A15003746		A15003746		5/1/15		随意契約		5/20/15		中島　幸一郎		榎　香織		6/10/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設304号室アルミサッシ調整器取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		49,680		東康建設工業（株）		A1E51SA21106F		A15017730		A15017730		8/17/15		随意契約		9/3/15		佐藤　正和		塙　正広		9/18/15

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目住宅806号棟屋上防水補修工事		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		982,800		水戸屋建設(株)		A1E51SA70106F		A15042067		A15042067		3/15/16		随意契約		3/31/16		齋木　武		齋木　武		3/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟職員宿舎内装補修修繕		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		700,920		（株）塚本建装		A1E51SA70106F		A15042008		A15042008		3/15/16		随意契約		3/29/16		齋木　武		齋木　武		3/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-102職員宿舎		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		901,044		（有）三田建設工業		A1E51SA70106F		A15042016		A15042016		3/16/16		随意契約		3/25/16		齋木　武		齋木　武		3/25/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目住宅807号棟機械室屋上防水改修工事		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		950,400		水戸屋建設(株)		A1E51SA70106F		A15042289		A15042289		3/16/16		随意契約		3/31/16		齋木　武		齋木　武		3/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-205他２室宿舎修繕		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		601,668		（有）三田建設工業		A1E51SA70106F		A15042018		A15042018		3/15/16		随意契約		3/25/16		齋木　武		齋木　武		3/25/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703-201宿舎修繕		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		330,912		（有）三田建設工業		A1E51SA70106F		A15042022		A15042022		3/17/16		随意契約		3/25/16		齋木　武		齋木　武		3/25/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟宿舎修繕		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		6,966		（有）三田建設工業		A1E51SA70106F		A15043196		A15043196		3/17/16		随意契約		3/18/16		齋木　武		齋木　武		3/25/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		【本勘定振替】高エネ研３号館外壁改修工事		収見合-施設部-3号館外壁改修(K裁量)-工事費		0		0		8,586,000				A1E31SAT6106F		462651				2/26/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター展示ホール照明設備改修工事		収見合-施設部-エコアイデア(K裁量)-事業費		0		0		1,470,960		（有）信濃電設		A1E31SAT3106F		A15023444		A15023444		10/15/15		随意契約		1/8/16		佐藤　正和		氏家　和輝		1/8/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟等内装改修工事		収見合-施設部-タイ王女来訪(K裁量)-事業費		0		0		448,200		（株）近藤工務店		A1E31SAT2106F		A15000557		A15000557		4/8/15		随意契約		4/30/15		中島　幸一郎		玉盛　絵里香		4/24/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟男子便所等洗浄便座他取替		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		248,400		（株）エムエス　つくば営業所		A1E31SA70306F		A15041786		A15041786		3/1/16		随意契約		3/17/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		3/25/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設４号棟１０７室等ルームエアコン取替工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		939,600		（株）筑波テクノス		A1E31SA70306F		A15041431		A15041431		3/1/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/29/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設３号棟１０６室等ルームエアコン取替工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		648,000		カンキ工業（有）		A1E31SA70306F		A15041427		A15041427		3/1/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/29/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館１階談話ホール空調機取替工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		918,000		（株）筑波テクノス		A1E31SA70306F		A15041709		A15041709		3/7/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/29/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研4号館3階男子便所洗浄便座取替		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		70,470		(株)LIXILトータルサービス　北関東支店　北関東営業所		A1E31SA70306F		A15041788		A15041788		3/1/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		3/23/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館１階便所等手洗器自動水栓取替工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		978,000		（有）佐藤管理工業		A1E31SA70306F		A15043207		A15043207		3/9/16		随意契約		3/23/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/30/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館ガスヒートポンプ空調機（ＧＨＰ－２０８）他修理		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		242,028		東京ガス（株）つくば支社		A1E31SA70306F		A15043250		A15043250		3/16/16		随意契約		3/28/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/29/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館7階湯沸し室流し台取設その他工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		278,640		（株）近藤工務店		A1E31SA70106F		A15041749		A15041749		3/4/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		府川　薫		3/29/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研2号館ペントハウス屋上防水改修工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		874,800		水戸屋建設(株)		A1E31SA70106F		A15041659		A15041659		2/26/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		鷺森　航太		3/25/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟ロッカー室外壁クラック補修工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		972,000		水戸屋建設(株)		A1E31SA70106F		A15041665		A15041665		3/7/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		鷺森　航太		3/28/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟会議室1防水補修工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		993,600		水戸屋建設(株)		A1E31SA70106F		A15041666		A15041666		2/2/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		鷺森　航太		3/23/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS地区共同溝通気管塗装工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		993,600		（株）神山		A1E31SA70106F		A15041760		A15041760		3/3/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		府川　薫		3/29/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１工作棟打合せ室ガラス交換工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		17,280		(株)山三		A1E31SA70106F		A15043302		A15043302		3/17/16		随意契約		3/28/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/29/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF研究棟1階ピロティ他照明器具取替工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-電気		0		0		680,400		メイデン（株）		A1E31SA70206F		A15042183		A15042183		3/8/16		随意契約		3/22/16		佐藤　正和		瀬谷　憲明		3/31/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF実験準備棟109室内装その他改修工事		収見合-放一・二-施設利用料-BL_2		0		0		820,800		（株）高田工務店		A1B10SA01146F		A15006284		A15006284		5/20/15		随意契約		6/29/15		佐藤　正和		組頭　広志		7/3/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ実験準備棟光学素子評価室鋼製建具改修工事		収見合-放一・二-施設利用料-XAFS		0		0		255,420		(株)山三		A1B10SA01156F		A15009044		A15009044		6/5/15		随意契約		8/26/15		中島　幸一郎		仁谷　浩明		8/26/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟２階ホール排煙窓改修工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		847,800		(株)山三		A1B10SA01106F		A15007292		A15007292		5/26/15		随意契約		8/21/15		中島　幸一郎		足立　伸一		8/31/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟２階ホール北側壁改修工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		982,800		（株）近藤工務店		A1B10SA01106F		A15009810		A15009810		5/25/15		随意契約		7/21/15		中島　幸一郎		足立　伸一		7/17/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟２階実験室等雨漏り補修工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		918,000		水戸屋建設(株)		A1B10SA01106F		A15036882		A15036882		2/1/16		随意契約		2/22/16		佐藤　正和		足立　伸一		2/19/16

				①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟等自動販売機用屋外コンセント取設工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		102,600		0		0		メイデン（株）		A1B10SA01106F		A15037497		A15040734		2/12/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/18/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟等自動販売機用屋外コンセント取設工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		102,600		メイデン（株）		A1B10SA01106F		A15040734				2/12/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/18/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF実験準備棟実験準備ホール雨漏り補修工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		183,600		水戸屋建設(株)		A1B10SA01106F		A15035861		A15035861		2/5/16		随意契約		3/4/16		佐藤　正和		足立　伸一		3/4/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホールＫ１．８ＢＲ検出器テントハウス火災報知器取設工事		先端研究推進費-J-PARC-K1.8-物件費(J推)		0		0		363,960		西山電気（株）		I1F01JAAd106F		A15016935		A15016935		8/26/15		随意契約		9/30/15		佐藤　正和		高橋　俊行		9/25/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第1電源棟電動シャッター修繕工事		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-シスコミ(J推)		0		0		48,600		東康建設工業（株）		I1F01JAC1146F		A15017807		A15017807		8/26/15		随意契約		9/3/15		佐藤　正和		久保田　親		10/16/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟計算機室放射線管理サーバー用分電盤取設工事		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-制御(J推)		0		0		334,800		西山電気（株）		I1F01JAC1226F		A15008125		A15008125		6/5/15		随意契約		7/21/15		中島　幸一郎		山本　昇		7/24/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟等実験盤改修工事		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-電磁石(J推)		0		0		507,924		（株）国分電機		I1F01JAC1186F		A15011871				6/29/15		随意契約		9/14/15		中島　幸一郎		石井　恒次		9/25/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟等実験盤改修工事		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-入出射(J推)		0		0		312,876		（株）国分電機		I1F01JAC1126F		A15011871				6/29/15		随意契約		9/14/15		中島　幸一郎		石井　恒次		9/25/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研物理共通小実験準備棟シャッター改修工事		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・ν生成(J推)		0		0		127,440		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		I1F01JAAa126F		A15012091		A15012091		8/3/15		随意契約		9/8/15		中島　幸一郎		関口　哲郎		9/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュ-トリノ第3設備棟中間冷却水補給水管逆止弁取設工事		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・二次ライン(J推)		0		0		498,960		第一鉄工(株)		I1F01JAAa106F		A15000185		A15000185		4/1/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		山田　善一		5/20/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュ-トリノタ－ゲットステ－ション棟自動制御盤内リセットスイッチ取設工事		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・二次ライン(J推)		0		0		194,400		日本電技（株）つくば支店		I1F01JAAa106F		A15000184		A15000184		4/2/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		山田　善一		5/20/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟１階階段室内壁補修工事		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・放射線・安全(J推)		0		0		945,000		水戸屋建設(株)		I1F01JAAa386F		A15031808		A15031808		12/7/15		随意契約		2/2/16		佐藤　正和		塚本　敏文		2/5/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟東側外壁補修工事		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・放射線・安全(J推)		0		0		2,376,000		水戸屋建設(株)		I1F01JAAa386F		A15031806		A15031806		12/9/15		随意契約		2/1/16		佐藤　正和		塚本　敏文		2/12/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号テント倉庫外壁補修工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		168,480		太陽工業(株)　（千葉市）		I1F01JAAb106F		A15003714		A15003714		4/30/15		随意契約		5/26/15		中島　幸一郎		広瀬　恵理奈		6/19/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟サブトンネル内ＰＷ３水抜き配管改修工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		367,200		第一鉄工(株)		I1F01JAAb106F		A15014389		A15014389		7/23/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		髙橋　仁		8/21/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１、第２機械棟止水用アングル取設工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		248,400		東康建設工業（株）		I1F01JAAb106F		A15014546		A15014546		7/27/15		随意契約		9/3/15		中島　幸一郎		髙橋　仁		9/11/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール等屋外スピーカ取設工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		530,280		西山電気（株）		I1F01JAAb106F		A15029851		A15029851		12/16/15		随意契約		2/18/16		佐藤　正和		髙橋　仁		2/26/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール搬入口等照明器具取設工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		493,560		狩谷電機(株)		I1F01JAAb106F		A15030872		A15030872		1/25/16		随意契約		3/23/16		佐藤　正和		髙橋　仁		3/18/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂特高変電所クライストロン用高圧ケーブル改修工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-KEKB共通(B推)		0		0		3,564,000		（株）協和エレックス		I1C28BA01106F		A15007673		A15007673		7/17/15		一般競争契約		9/15/15		佐藤　正和		渡邉　謙		9/11/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＤＲ電源棟電源室電磁石用電源取設工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-マグネット(B推)		0		0		99,360		メイデン（株）		I1C28BA01146F		A15019468		A15019468		10/5/15		随意契約		12/25/15		佐藤　正和		原田　健太郎		12/25/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ東・西実験棟便所壁改修工事		先端研究推進費-加七-光源運転経費-光源第5グループ(PF推)		0		0		421,200		（株）近藤工務店		I1C27PA03106F		A15018386		A15018386		10/9/15		随意契約		11/6/15		中島　幸一郎		長橋　進也		11/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ実験準備棟屋上防水補修工事		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用-共通(PF推)		0		0		993,600		水戸屋建設(株)		I1B10PA02846F		A15021790		A15021790		10/1/15		随意契約		10/9/15		佐藤　正和		足立　伸一		10/16/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ実験準備棟実験準備ホール一部天井補修工事		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用-共通(PF推)		0		0		194,400		（株）近藤工務店		I1B10PA02846F		A15026572		A15026572		11/9/15		随意契約		12/17/15		中島　幸一郎		足立　伸一		12/21/15

		長 チョウ		①		建物		高エネ研計算機南棟運用管理室等間仕切壁取設工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		1,760,400		ツクバメンテナンス（株）		A0D12SA081102		A15023211		A15023211		10/30/15		随意契約		12/11/15		佐藤　正和		柿原　春美		12/11/15

		長 チョウ		①		建物		高エネ研管理棟更衣室耐震補強工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		604,800		（株）近藤工務店		A0E31SA811002		A15000556		A15000556		4/22/15		随意契約		6/9/15		中島　幸一郎		玉盛　絵里香		6/12/15

		P		①		建物		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟１階データコントロール室床等改修工事		運交金-放一・二-施設利用料(一般)-放射光		0		0		1,890,000		ツクバメンテナンス（株）		A0B10SA111002		A15024698		A15024698		11/10/15		随意契約		1/8/16		中島　幸一郎		足立　伸一		1/8/16

		P		①		建設仮		高エネ研DR電源棟電源室高周波実験盤（１）移設工事		その他補助金等-加三・四-15s01 設備整備費･SKEKB[26補正]-大電力高周波移設及び調整		0		0		81,000		メイデン（株）		I0C28As011411		A15027910		A15027910		11/24/15		随意契約		12/11/15		中島　幸一郎		渡邉　謙		12/11/15

		P		①		建設仮		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟地下１階改修工事		受託研費-放二-14D31 産総研･SIP先端計測･木村-設備費		0		0		1,836,000		（株）市村工務店		C2B126D3a0111		A15031022		A15031022		2/23/16		一般競争契約		3/25/16		佐藤　正和		木村　正雄		3/31/16

		-		①		移設撤去		【本勘定振替】高エネ研（吾妻）805号棟風呂釜等取替工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		659,880		カンキ工業（有）		A0E51SA511090		456132				1/14/16

		長 チョウ		①		移設撤去		高エネ研ERL開発棟天井断熱材撤去工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		133,920		高橋興業（株）		A0E31SA811090		A15018428		A15018428		8/31/15		随意契約		9/25/15		佐藤　正和		峯　秀介		9/25/15

		長 チョウ		①		移設撤去		高エネ研（東海）中央制御棟東側外壁タイル撤去工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		208,440		東康建設工業（株）		A0E31SA821090		A15038163		A15038163		2/3/16		随意契約		3/10/16		佐藤　正和		髙橋　誠		3/10/16

		長 チョウ		①		移設撤去		【資産振替】高エネ研第２低温棟冷却水ポンプ（Ｐ‐１７）取替他工事　他1件		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-冷凍機維持経費		0		0		125,280				A0D13SA091090		462806				2/29/16

		長 チョウ		①		移設撤去		【資産振替】高エネ研MR・D4電源棟等女子便所取設機械設備工事		受託研費-機構共通-KEKB女子トイレ経費(間接･K裁量)-工事費		0		0		111,240		（株）楠原管工業		C2E51AkT61090		458550				2/1/16

		長 チョウ		①		移設撤去		【資産振替修正】高エネ研MR・D4電源棟等女子便所取設工事		受託研費-機構共通-KEKB女子トイレ経費(間接･K裁量)-工事費		0		0		117,720				C2E51AkT61090		462708				2/1/16

		長 チョウ		①		移設撤去		高エネ研構内既存看板撤去その他工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		594,000		古谷建設（株）		A1E31SA701090		A15042658		A15042658		3/10/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/29/16

		P		①		移設撤去		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟フィルターユニット（AFU-NM3-3）移設工事		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・二次ライン(J推)		0		0		976,320		（株）サンプラント		I1F01JAAa1090		A15014812		A15014812		7/28/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		石田　卓		8/26/15

		P		①		移設撤去		高エネ研ＰＦ実験準備棟実験準備ホール天井材一部撤去工事		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用-共通(PF推)		0		0		151,200		（株）近藤工務店		I1B10PA028490		A15021788		A15021788		9/28/15		随意契約		10/2/15		佐藤　正和		足立　伸一		10/2/15

				①		その他修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ5電源棟クリーンルーム照明スイッチ改修その他工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		5,400		0		0		（株）須藤電気商会		A0D14SA0b106I		A15007868		A15012063		7/3/15		随意契約		7/31/15		中島　幸一郎		山中　将		7/31/15

		P		①		修繕費		高エネ研筑波実験棟排水ポンプレベルレギュレーター交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		356,400		高橋興業（株）		A0E31BPA12064		A15004712		A15004712		5/11/15		随意契約		5/27/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		5/25/15

				①修繕費合計（一般） シュウゼンヒ ゴウケイ												258,939,536

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ地区等サブ変電所改修その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		876,960		（有）森田電気商会		A0E31BPA1106F		A15011085		A15011085		6/29/15		随意契約		8/25/15		中島　幸一郎		塚本　智		8/28/15				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		42,657,840

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢ地区等サブ変電所改修その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		957,960		（有）信濃電設		A0E31BPA1106F		A15012034		A15012034		7/6/15		随意契約		8/24/15		中島　幸一郎		塚本　智		8/28/15				先端研究推進費		2,214,000

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＲＩ排水処理施設排水管漏水修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		97,200		（有）佐藤管理工業		A0E31BPA1206F		A15004758		A15004758		5/12/15		随意契約		5/20/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		5/25/15				受託研費-		950,400

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ西実験棟空冷チラー（ＣＨ－１）三方弁他交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,484,000		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BPA1206F		A15013664		A15013664		8/3/15		随意契約		9/30/15		佐藤　正和		小川　一弘		9/30/15						45,822,240

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKB西トンネル等ED排水ポンプ（WT-EDP-1,2）他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		440,100		（有）佐藤管理工業		A0E31BPA1206F		A15018343		A15018343		8/28/15		随意契約		9/29/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/2/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験棟等クレーンパイロットランプ交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		464,400		コネクレーンズ（株）		A0E31BPA1206F		A15025005		A15025005		10/29/15		随意契約		12/1/15		中島　幸一郎		小川　一弘		11/30/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟等実験廃液貯留槽改修工事		運交金-施設部-廃液貯留槽等改修(M裁量)-工事費		0		0		27,864,000		カンキ工業（有）		A0E31SA01106F		A15000628		A15000628		4/8/15		一般競争契約		6/29/15		佐藤　正和		鈴木　久		6/30/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟等実験廃液配管改修工事		運交金-施設部-廃液貯留槽等改修(M裁量)-工事費		0		0		1,296,000		カンキ工業（有）		A0E31SA01106F		A15011752		A15011752		6/29/15		随意契約		7/31/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		7/31/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研サブ変電所S-29屋外キュービクル式配電盤用基礎廻りコンクリート打設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		421,200		（株）市村工務店		A0E31SA81206F		A15021669		A15021669		10/14/15		随意契約		12/1/15		中島　幸一郎		塚本　智		11/27/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ニュートリノ電源棟サブ変電所S-24非常動力用変圧器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		848,880		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15030566		A15030566		12/18/15		随意契約		1/21/16		中島　幸一郎		塚本　智		1/22/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第３機械棟等チリングユニット（RR-M3-1-1）他部品取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		276,480		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SA82306F		A15029047		A15029047		11/13/15		随意契約		1/7/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		12/28/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）50GeV変電所屋外ヤード交流フィルタ設備共振リアクトル塗装工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		969,300		金沢産業（株）		A0F01JAE2206F		A15034278		A15034278		1/19/16		随意契約		3/23/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/18/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海）ハドロンスイッチヤードクレーン（Ｎｏ．３・４）用電磁接触器取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		264,600		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2306F		A15015627		A15015627		7/31/15		随意契約		9/30/15		中島　幸一郎		髙巣　友和		9/25/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ・第２機械棟空冷チラー（RR-M2-1-1）No.1圧縮機他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		2,743,200		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JAE2306F		A15027136		A15027136		12/1/15		随意契約		3/25/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/25/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟ローリー排水接続口移設工事		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・二次ライン(J推)		0		0		2,214,000		（株）サンプラント		I1F01JAAa106F		A15018705		A15018705		9/18/15		随意契約		11/5/15		佐藤　正和		大山　雄一		10/30/15

		P		①		備品費		高エネ研サブ変電所S-7電力量計測ユニット取設工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		660,960		（有）信濃電設		A0E31BPA11047		A15005459		A15005459		5/19/15		随意契約		8/24/15		中島　幸一郎		塚本　智		8/21/15

		長 チョウ		①		機械装置		高エネ研第２低温棟実験室天井クレーン運転操作器無線化工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		999,000		（株）神内電機製作所		A0D13SA091205		A15015516		A15015516		10/28/15		随意契約		12/25/15		中島　幸一郎		中本　建志		12/25/15

		長 チョウ		①		機械装置		高エネ研第１低温棟実験室天井クレーン運転操作器無線化工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		993,600		（株）神内電機製作所		A0D13SA091205		A15026135		A15026135		11/20/15		随意契約		1/22/16		中島　幸一郎		中本　建志		1/22/16

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟15ｔクレーンリミットストライカー移設		受託研費-先端-国際科学ｲﾉﾍﾞ拠点(間接・K裁量)-事業費		0		0		950,400		㈱日立プラントメカニクス関東支店		C2EAAAkT71078		A15012000		A15012000		7/3/15		随意契約		7/31/15		佐藤　正和		早野　仁司		7/31/15

				①修繕費合計（特殊） シュウゼンヒ ゴウケイ												45,822,240

		P		②		他委託		高エネ研冷温水発生器等ばい煙測定		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		596,160		（株）飯塚		A0E31BPA12078		A15000430		A15000430		4/1/15		随意契約		3/30/16		中島　幸一郎		鈴木　久		3/31/16				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		179,000,524

		P		②		他委託		高エネ研ＰＦエネルギーセンター他水冷式冷却塔冷却水水質検査		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		313,200		平成理研（株）茨城営業所		A0E31BPA12078		A15022840		A15022840		9/18/15		随意契約		11/6/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		11/6/15				施設整備		0

		P		②		他委託		高エネ研富士実験棟機械室純水ポンプ（FM-PWP-2-2）分解調査		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		999,000		㈱荏原製作所　つくば営業所		A0E31BPA12078		A15026108		A15026108		11/5/15		随意契約		1/22/16		中島　幸一郎		清岡　翔吾		1/22/16				先端研究推進費		6,576,660

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研筑波・日光地区雨水配管調査業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		339,120		高橋興業（株）		A0E31SA811078		A15034787		A15034787		1/21/16		随意契約		2/5/16		佐藤　正和		峯　秀介		2/5/16				受託研費-		0

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研構内防災監視システム装置障害対応業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		70,200		㈱富士通マーケティング		A0E31SA812078		A15032799		A15032799		1/7/16		随意契約		1/15/16		佐藤　正和		瀬谷　憲明		1/15/16				収見合 オサム ミア		16,214,945

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研管理棟２階打ち合わせ室等電話回線移設他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		30,888		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E31SA812078		A15035395				1/21/16		随意契約		1/29/16		中島　幸一郎		海老沢　明世		1/29/16				その他 ホカ		959,580

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研構内防災監視システム装置障害対応業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		68,040		㈱富士通マーケティング		A0E31SA812078		A15039360		A15039360		3/1/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		瀬谷　憲明		3/18/16				合計 ゴウケイ		202,751,709

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研専用水道等水質検査業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		560,520		平成理研（株）茨城営業所		A0E31SA813078		A15000437		A15000437		4/1/15		随意契約		3/29/16		中島　幸一郎		鈴木　久		3/31/16

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研化学実験棟パッケージ形空調機ＰＡＣ－２，３冷媒回収		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		95,040		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SA813078		A15021190		A15021190		9/28/15		随意契約		10/9/15		佐藤　正和		小川　一弘		10/9/15

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研管理棟２階打ち合わせ室等電話回線移設他		運交金-管理局-総務課(一般)-物件費		0		0		15,444		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E41SA011078		A15035395				1/21/16		随意契約		1/29/16		中島　幸一郎		海老沢　明世		1/29/16

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研（東海）中央制御棟等仮設発電機運転業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		664,524		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE22078		A15008514		A15008514		6/9/15		随意契約		7/21/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		7/17/15

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研（東海）中央制御棟Ｊ－ＰＡＲＣ防災監視装置データ改修		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		4,752,000		㈱富士通マーケティング		A0F01JAE22078		A15001315		A15001315		5/8/15		随意契約		7/31/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		7/31/15

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研（東海）構内PHS設定		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		107,460		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）		A0F01JAE22078		A15021721		A15021721		10/1/15		随意契約		10/16/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		10/16/15

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研（東海）中央制御棟中央監視制御装置監視端末不良調査		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		216,000		(株)日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部産業ソリューション営業本部		A0F01JAE22078		A15034282		A15034282		1/20/16		随意契約		2/12/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		2/12/16

		P		②		他委託		高エネ研（東海）ハドロン第１電源棟等漏電調査その他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		31,644		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE22078		A15039890		A15039890		2/25/16		随意契約		3/14/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/11/16

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研（東海）構内PHS設定他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		46,440		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）		A0F01JAE22078		A15039903		A15039903		2/25/16		随意契約		3/11/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/10/16

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研(東海）ハドロン実験ホール風量調査		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		540,000		第一鉄工(株)		A0F01JAE23078		A15002883		A15002883		4/27/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		髙巣　友和		5/29/15

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研構内建物標示看板更新その他業務		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		957,420		松枝印刷（株）		A1E31SA701078		A15041793		A15041793		2/24/16		随意契約		3/30/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/30/16

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研キャンパスマップ看板更新その他業務		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		353,160		松枝印刷（株）		A1E31SA701078		A15041803		A15041803		3/4/16		随意契約		3/30/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/30/16

		-		②		他委託		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟等排水管調査		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		972,000		（有）佐藤管理工業		A1E51SA205078		A15006208		A15006208		5/21/15		随意契約		8/6/15		中島　幸一郎		吉原　裕一		7/31/15

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研構内案内標識更新		その他補助金等-機構共通-15H07 研究大学強化促進費-雑役務費[戦略推進部]		0		0		959,580		松枝印刷（株）		I0E51AH076678		A15035913		A15035913		1/21/16		随意契約		3/7/16		佐藤　正和		佐藤　尚美		3/10/16

		P		②		他委託		高エネ研（東海）ＭＲトンネル内差圧制御調整作業		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-シスコミ(J推)		0		0		486,000		日本電技（株）つくば支店		I1F01JAC11478		A15018491		A15018491		9/8/15		随意契約		11/5/15		佐藤　正和		仁木　和昭		10/23/15

		P		②		他委託		高エネ研偏極陽子機械棟Ｐ－２４系統純水冷却水水張り調整		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-電磁石(J推)		0		0		48,600		高橋興業（株）		I1F01JAC11878		A15005703		A15005703		5/12/15		随意契約		6/15/15		中島　幸一郎		森田　裕一		6/15/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂コンプレッサー棟水冷式冷却塔他清掃		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		0		0		30,240		高橋興業（株）		A0C01SA06106B		A15012824		A15012824		7/15/15		随意契約		8/10/15		中島　幸一郎		山口　誠哉		8/21/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区中央監視装置点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		3,153,600		東芝電機サービス(株)		A0E31BPA1106B		A15010176		A15010176		7/24/15		随意契約		10/15/15		佐藤　正和		伊藤　博		10/23/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区中央監視装置点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		6,534,000		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		A0E31BPA1106B		A15010178		A15010178		7/24/15		一般競争契約		10/23/15		中島　幸一郎		伊藤　博		10/23/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研３号館６階給湯室配線用遮断器トリップ調査その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		371,520		高橋興業（株）		A0E31BPA1106B		A15033922		A15033922		1/18/16		随意契約		2/12/16		佐藤　正和		塚本　智		2/12/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研４号館ガスヒートポンプ空調設備保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,825,200		東京ガス（株）つくば支社		A0E31BPA1206B		A15000411		A15000411		4/1/15		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研純水製造装置（FM-PWU-2）保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		833,760		三浦工業（株）土浦営業所		A0E31BPA1206B		A15000427		A15000427		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		鈴木　久		3/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研純水製造装置（FM-PWU-1）保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		831,600		平成理研（株）		A0E31BPA1206B		A15000420		A15000420		4/1/15		随意契約		3/29/16		中島　幸一郎		鈴木　久		3/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研計算機南棟空調機ドレン管清掃		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		38,880		（有）佐藤管理工業		A0E31BPA1206B		A15004224		A15004224		5/8/15		随意契約		5/22/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		5/22/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研富士実験棟純水ポンプ（ＦＭ－ＰＷＰ－３－１）整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		3,564,000		㈱荏原製作所　つくば営業所		A0E31BPA1206B		A15001878		A15001878		5/18/15		随意契約		6/30/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		6/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研PF電源棟等冷却塔整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,212,000		日本ビー・エー・シー（株）		A0E31BPA1206B		A15004179		A15004179		5/25/15		随意契約		10/15/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/15/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF入射器棟M0機械室等純水精製装置（PWU-C-1他）樹脂取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		421,200		ＮＥＣファシリティーズ(株)北関東ファシリティマネジメント事業部		A0E31BPA1206B		A15005160		A15005160		5/18/15		随意契約		6/22/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		6/19/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研PF-AR南実験棟等冷水ポンプ（AS-CWP-1）他整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		669,600		（株）増田鉄工場東京支店		A0E31BPA1206B		A15007529		A15007529		5/14/15		随意契約		7/31/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		7/31/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研M3-C系統冷却塔漏電遮断器交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		290,520		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15008649		A15008649		6/5/15		随意契約		6/22/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		6/19/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研PFエネセン水冷式冷却塔（M6-CT-2-4）送風機整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		194,400		空研工業（株）東京支店		A0E31BPA1206B		A15007767		A15007767		6/4/15		随意契約		6/30/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		6/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研日光ポンプ室水冷式冷却塔（NP-CT-1）ギアードモーター整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		540,000		空研工業（株）東京支店		A0E31BPA1206B		A15009579		A15009579		6/10/15		随意契約		7/24/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		7/24/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研日光実験棟純水ポンプ（NM-PWP-3-3）整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		3,510,000		㈱荏原製作所　つくば営業所		A0E31BPA1206B		A15009210		A15009210		6/24/15		随意契約		10/20/15		佐藤　正和		鈴木　久		10/20/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ１１機械室等空気調和機他整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,881,600		三菱重工冷熱(株)筑波サービス営業所		A0E31BPA1206B		A15011086		A15011086		7/9/15		随意契約		10/9/15		佐藤　正和		鈴木　久		10/9/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研MR･6SM4補助機械棟空調機Vベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		201,960		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15012669		A15012669		7/3/15		随意契約		7/24/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		7/24/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区計装用空気源装置点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,596,240		共和プラント工業（株）		A0E31BPA1206B		A15013217		A15013217		7/10/15		随意契約		8/6/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		8/26/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 セツビ シュウゼン		高エネ研PF入射器棟等水冷式冷却塔（M3-PCT-C他）高圧洗浄作業		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		852,120		日本ビー・エー・シー（株）		A0E31BPA1206B		A15013397		A15013397		7/13/15		随意契約		9/11/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		9/11/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研PFエネセン冷水ポンプ（M6-PC-2,3）整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		900,720		㈱荏原製作所　つくば営業所		A0E31BPA1206B		A15013932		A15013932		7/16/15		随意契約		9/18/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		9/18/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF入射器棟等純水精製装置（M2-PWU-B-1他）樹脂取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		670,680		ＮＥＣファシリティーズ(株)北関東ファシリティマネジメント事業部		A0E31BPA1206B		A15014569		A15014569		7/29/15		随意契約		9/4/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		9/16/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF-AR西実験棟空冷式冷却塔Vベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		63,180		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15016579		A15016579		8/3/15		随意契約		8/24/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		8/24/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２自動抽気装置点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		210,600		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31BPA1206B		A15016818		A15016818		8/17/15		随意契約		9/4/15		佐藤　正和		小川　一弘		8/31/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂実験棟機械室インバータ盤（ＣＰ－２－７）整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,946,400		（株）東邦製作所		A0E31BPA1206B		A15016238		A15016238		8/24/15		随意契約		11/4/15		佐藤　正和		丸山　雅史		10/30/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２前期点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		324,000		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31BPA1206B		A15018188		A15018188		8/26/15		随意契約		10/1/15		佐藤　正和		小川　一弘		9/30/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－４前期点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		201,960		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		A0E31BPA1206B		A15018247		A15018247		8/26/15		随意契約		10/1/15		佐藤　正和		小川　一弘		9/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研PF入射器棟M2機械室等純水ポンプ（M2-PP-C-2）他整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		799,200		（株）増田鉄工場東京支店		A0E31BPA1206B		A15017858		A15017858		7/27/15		随意契約		10/16/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		10/16/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－１，３前期点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		918,000		パナソニック産機システムズ(株)		A0E31BPA1206B		A15019323		A15019323		8/26/15		随意契約		9/30/15		佐藤　正和		小川　一弘		9/30/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂実験棟機械室純水ポンプ（ＯＭ-ＣＰ-1）用動力盤整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,356,560		（株）東邦製作所		A0E31BPA1206B		A15018527		A15018527		9/14/15		随意契約		11/20/15		佐藤　正和		丸山　雅史		11/20/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研大穂実験棟機械室未処理水ポンプ（OM-CP-1-1）整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		586,440		（株）増田鉄工場東京支店		A0E31BPA1206B		A15019986		A15019986		9/14/15		随意契約		11/6/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		11/6/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研PFエネセン冷温水発生機（RB-1）冷水用制御弁コントロールモーター取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		294,840		パナソニック産機システムズ(株)		A0E31BPA1206B		A15020928		A15020928		9/24/15		随意契約		9/25/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/9/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＫＥＫＢコントロール棟機械室空気調和機(ＡＣ－ＡＣ－１)用軸受他交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		370,440		三菱重工冷熱(株)筑波サービス営業所		A0E31BPA1206B		A15021331		A15021331		9/29/15		随意契約		10/16/15		佐藤　正和		丸山　雅史		10/16/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研KEKB各機械室冷温水系統ストレーナースクリーン交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		152,280		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15022966		A15022966		10/5/15		随意契約		10/19/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/26/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研MR・12SM8補助機械棟空調機Vベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		62,640		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15026294		A15026294		11/9/15		随意契約		11/24/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		11/24/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－４後期点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		822,960		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		A0E31BPA1206B		A15029114		A15029114		12/1/15		随意契約		1/20/16		佐藤　正和		小川　一弘		1/22/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２高温再生器フロート弁他交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		961,200		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31BPA1206B		A15029535		A15029535		12/3/15		随意契約		1/22/16		佐藤　正和		小川　一弘		1/22/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟1階機械室空調機Ｖベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		272,160		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15029878		A15029878		12/7/15		随意契約		12/18/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		12/18/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－１冷却水系薬品洗浄他作業		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		3,240,000		パナソニック産機システムズ(株)		A0E31BPA1206B		A15030291		A15030291		12/25/15		随意契約		2/26/16		中島　幸一郎		小川　一弘		2/29/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２溶液濾過精製作業		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		626,400		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31BPA1206B		A15031892		A15031892		12/15/15		随意契約		1/22/16		佐藤　正和		小川　一弘		1/22/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－３後期点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		626,400		パナソニック産機システムズ(株)		A0E31BPA1206B		A15033068		A15033068		12/28/15		随意契約		2/2/16		中島　幸一郎		小川　一弘		1/29/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光実験棟機械室サイクリーナー（NM-AF-1）動作調整作業		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		29,700		進和テック（株）		A0E31BPA1206B		A15034126		A15034126		1/15/16		随意契約		2/1/16		中島　幸一郎		清岡　翔吾		2/12/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光ポンプ室冷凍機冷却水ポンプ水張りエアー抜き作業その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		322,920		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15037123		A15037123		2/5/16		随意契約		2/22/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		2/22/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研9M機械棟等純水精製装置（PWU-2他）樹脂取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		939,600		三浦工業（株）土浦営業所		A0E31BPA1206B		A15039921		A15039921		2/23/16		随意契約		3/15/16		中島　幸一郎		清岡　翔吾		3/15/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研3M・6M・9M・12M機械棟冷却水電磁石系統ストレーナー清掃その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		219,780		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15041162		A15041162		2/29/16		随意契約		3/14/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		3/14/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研開発共用棟2階監視盤室鋼製建具鍵交換その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		104,760		(株)山三		A0E31SA81106B		A15012331		A15012331		7/8/15		随意契約		8/27/15		佐藤　正和		峯　秀介		9/18/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電動遮蔽扉点検整備業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		875,880		（株）イトーキ　		A0E31SA81106B		A15013318		A15013318		6/26/15		随意契約		8/27/15		佐藤　正和		府川　薫		9/25/15

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研3号館展望台屋上防水改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		192,660		0		0		水戸屋建設(株)		A0E31SA81106B		A15031185		A15032929		12/18/15		随意契約		2/1/16		中島　幸一郎		鷺森　航太		2/26/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研4号館109室扉上部丁番不良調整その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		122,040		高橋興業（株）		A0E31SA81106B		A15041604		A15041604		2/29/16		随意契約		3/11/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/11/16

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		17,431,200		0		0		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SA81206B		A15000125		A15001932		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

				②		建物及び附帯設備保守費		筑波大学・高エネ研・茨城大学・筑波技術大学昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		665,928		0		0		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		A0E31SA81206B		A15000412		A15002126		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研構内電話交換機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		993,600		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E31SA81206B		A15000104		A15000104		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		塚本　智		3/31/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		17,431,200		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SA81206B		A15001932				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		6,894,720		日本エレベーター製造（株）		A0E31SA81206B		A15000144		A15000144		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研交通信号機保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		142,560		オムロンフィールドエンジニアリング（株）水戸テクノセンタ		A0E31SA81206B		A15000105		A15000105		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		塚本　智		3/31/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研放送設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		993,600		パナソニックシステムネットワークス（株）　関越社		A0E31SA81206B		A15000102		A15000102		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		塚本　智		3/31/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研出入管理設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		2,192,400		中央電子（株）　サービス事業部		A0E31SA81206B		A15000100		A15000100		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		塚本　智		3/31/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		筑波大学・高エネ研・茨城大学・筑波技術大学昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		665,928		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		A0E31SA81206B		A15002126				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＥＲＬ開発棟昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		498,960		東芝エレベータ（株）東関東支社		A0E31SA81206B		A15000154		A15000154		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		1,736,640		日本オーチス・エレベータ（株）関東支店		A0E31SA81206B		A15000151		A15000151		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研無線設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		540,000		日本テクニカル・サービス（株）東関東支社		A0E31SA81206B		A15008867		A15008867		6/9/15		随意契約		8/5/15		中島　幸一郎		氏家　和輝		8/31/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研北カウンターホール実験室高所照明設備補修		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		545,400		（有）信濃電設		A0E31SA81206B		A15018486		A15018486		9/2/15		随意契約		10/30/15		佐藤　正和		塚本　智		10/30/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端計測実験棟共同溝等ガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		169,560		光明理化学工業（株）		A0E31SA81306B		A15005671		A15005671		5/18/15		随意契約		7/27/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		9/4/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		95,040		三工サービス（株）		A0E31SA81306B		A15005665		A15005665		4/8/15		随意契約		7/10/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		8/28/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＳ地区共同溝等ガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		398,088		新コスモス電機（株）東日本支社		A0E31SA81306B		A15005668		A15005668		4/21/15		随意契約		8/19/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		9/4/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研計算機北棟男子トイレ小便器排水詰まり調査その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		75,600		高橋興業（株）		A0E31SA81306B		A15008653		A15008653		6/1/15		随意契約		6/24/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		6/24/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研３号館パッケージ形空調機（ＡＣＰ－５Ｅ）圧縮機他交換		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		946,080		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31SA81306B		A15022885		A15022885		10/8/15		随意契約		10/19/15		佐藤　正和		小川　一弘		10/19/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ニュートリノ電源棟男子トイレ清掃流し水栓交換その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		41,040		高橋興業（株）		A0E31SA81306B		A15022968		A15022968		10/1/15		随意契約		10/15/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/23/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研国際交流センター女子トイレ大便器漏水調査その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		43,200		高橋興業（株）		A0E31SA81306B		A15026297		A15026297		11/2/15		随意契約		11/17/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		11/27/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF-AR地区他屋外消火栓ホース取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		999,000		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SA81306B		A15033880		A15033880		1/12/16		随意契約		3/4/16		中島　幸一郎		清岡　翔吾		3/4/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研各所エアコンドレンパン点検作業その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		100,440		高橋興業（株）		A0E31SA81306B		A15040115		A15040115		2/22/16		随意契約		3/9/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		3/9/16

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		708,480		0		0		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SA82206B		A15000329		A15001389		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/31/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		708,480		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SA82206B		A15001389				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/31/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館出入管理設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		118,476		中央電子（株）　サービス事業部		A0E31SA82206B		A15000331		A15000331		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/31/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		497,664		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31SA82206B		A15000332		A15000332		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/31/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設避難はしご点検業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		52,920		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SA82206B		A15008509		A15008509		6/9/15		随意契約		3/8/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		2/26/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン南実験棟階段落下防止ネット取付作業その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		544,320		（株）アトックス　東海営業所		A0E31SA82306B		A15033327		A15033327		1/8/16		随意契約		1/19/16		佐藤　正和		礒﨑　操		1/29/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）１号館２２１室（ACP-T1-8）空調機整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		170,640		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SA82306B		A15033199		A15033199		1/5/16		随意契約		2/4/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		1/29/16

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研吾妻地区宿舎昇降機設備保全業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		591,840		0		0		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		A0E51SA51106B		A15000778		A15002126		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		928,800		0		0		能美防災(株) 茨城支社		A0E51SA51106B		A15000779		A15001932		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		-		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		928,800		能美防災(株) 茨城支社		A0E51SA51106B		A15001932				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		-		②		建物及び附帯設備保守費		筑波大学・高エネ研・茨城大学・筑波技術大学昇降機設備保全業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		591,840		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		A0E51SA51106B		A15002126				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		伊藤　博		3/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端加速器試験棟純水精製装置（GLC-PWU-1)樹脂取替		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		319,680		ＮＥＣファシリティーズ(株)北関東ファシリティマネジメント事業部		A0EAALAl2106B		A15005573		A15005573		6/2/15		随意契約		7/13/15		中島　幸一郎		照沼　信浩		7/31/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）東海２号館分電盤等点検業務		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		0		0		40,392		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAD2106B		A15014032		A15014032		7/27/15		随意契約		8/27/15		佐藤　正和		齋藤　誠		8/28/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電動遮蔽扉等点検整備業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		921,240		（株）イトーキ　		A0F01JAE2106B		A15013319		A15013319		7/1/15		随意契約		10/1/15		佐藤　正和		府川　薫		9/25/15

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		2,034,720		0		0		能美防災(株) 茨城支社		A0F01JAE2206B		A15000327		A15001389		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/31/16

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第２搬入棟等昇降機設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		1,916,460		0		0		東芝エレベータ（株）東関東支社		A0F01JAE2206B		A15000334		A15002136		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/31/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		2,034,720		能美防災(株) 茨城支社		A0F01JAE2206B		A15001389				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第２搬入棟等昇降機設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		1,916,460		東芝エレベータ（株）東関東支社		A0F01JAE2206B		A15002136				4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/31/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）放送設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		843,480		TOAエンジニアリング（株）　東京営業所		A0F01JAE2206B		A15010568		A15010568		6/24/15		随意契約		9/4/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		9/4/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央監視装置点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		2,916,000		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		A0F01JAE2206B		A15013432		A15013432		8/3/15		随意契約		10/30/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		10/30/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央制御棟中央監視中央処理装置不良調査		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		272,160		(株)日立製作所　電力・インフラシステム営業統括本部産業ソリューション営業本部		A0F01JAE2206B		A15042147		A15042147		3/9/16		随意契約		3/23/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/18/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)純水製造装置保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		3,339,360		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JAE2306B		A15000857		A15000857		4/1/15		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		髙巣　友和		3/31/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)パッケージ形空調機その他保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		8,186,400		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JAE2306B		A15000856		A15000856		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		中島　幸一郎		髙巣　友和		3/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第1設備棟純水精製装置（PW-NM1-1)樹脂取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		226,800		理工科学（株）		A0F01JAE2306B		A15010488		A15010488		6/18/15		随意契約		7/22/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		7/29/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟１次冷却水ポンプ（ＰＣＤ－ＮＭ３－1－２）他整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		810,000		東洋プラント工業（株）		A0F01JAE2306B		A15014324		A15014324		7/24/15		随意契約		11/4/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		10/28/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第1機械棟冷水１次ポンプ（ＰＣーＭ１－１－２）他整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		821,880		東洋プラント工業（株）		A0F01JAE2306B		A15018960		A15018960		8/31/15		随意契約		12/3/15		佐藤　正和		礒﨑　操		11/27/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第３機械棟熱交換器（HE-M3-1-1）薬品洗浄作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		991,440		東鉱商事（株）　本社営業部		A0F01JAE2306B		A15015929		A15015929		7/27/15		随意契約		11/4/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/25/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第３機械棟熱交換器（HE-M3-1-2）薬品洗浄作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		991,440		東鉱商事（株）　本社営業部		A0F01JAE2306B		A15018279		A15018279		8/28/15		随意契約		9/30/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		10/23/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR．M１連続再生式純水装置（PWU－M１－１）CDIユニット整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		3,369,600		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JAE2306B		A15016047		A15016047		9/14/15		随意契約		11/5/15		佐藤　正和		礒﨑　操		10/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟純水ポンプ（PCD-NM３-３-２）整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		1,510,920		（株）増田鉄工場東京支店		A0F01JAE2306B		A15016045		A15016045		9/18/15		随意契約		1/7/16		佐藤　正和		礒﨑　操		1/8/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第２機械棟冷水２次ポンプ（PC-M2-2-1）整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		394,200		東洋プラント工業（株）		A0F01JAE2306B		A15027124		A15027124		9/7/15		随意契約		2/4/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		1/29/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟純水精製装置（PWU-HM2-1）用樹脂充填作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		291,600		理工科学（株）		A0F01JAE2306B		A15030527		A15030527		12/10/15		随意契約		1/19/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		1/29/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟空調露点温度発信器（HED－NU３－A）取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		226,800		日本電技（株）つくば支店		A0F01JAE2306B		A15031045		A15031045		12/16/15		随意契約		2/4/16		佐藤　正和		礒﨑　操		1/29/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）MR第１搬入棟廃液移送ﾎﾟﾝﾌﾟ（PD-C1-1-1,2）整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		46,440		東洋プラント工業（株）		A0F01JAE2306B		A15031589		A15031589		12/21/15		随意契約		2/4/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		1/29/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第3機械棟純水精製装置（PWU-M3-1）樹脂（№1,2）取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		842,400		理工科学（株）		A0F01JAE2306B		A15023203		A15023203		10/8/15		随意契約		1/19/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		1/22/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第１、２、３機械棟冷却塔Vベルト交換作業その他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		115,560		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2306B		A15040763		A15040763		2/26/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		礒﨑　操		3/15/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）２号館109、212室空調機整備		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		0		0		92,880		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01SAE1106B		A15015257		A15015257		7/24/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		山口　陽		8/26/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光ポンプ室西側冷却塔(ＮＰ-ＣＴ-1)用薬液注入装置整備		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		943,380		栗田工業（株）土浦営業所		A1E31SA70306B		A15041833		A15041833		3/4/16		随意契約		3/23/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/30/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ-ＡＲ南実験棟トンネル排風機Ｖベルト交換		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		3,780		高橋興業（株）		A1E31SA70306B		A15043211		A15043211		3/15/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/25/16

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第2搬入棟等昇降機設備保全業務		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		478,980		0		0		東芝エレベータ（株）東関東支社		A1E51SA21106B		A15000964		A15002136		4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/31/16

		-		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第２搬入棟等昇降機設備保全業務		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		478,980		東芝エレベータ（株）東関東支社		A1E51SA21106B		A15002136				4/1/15		随意契約		3/31/16		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/31/16

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研MR・D11電源棟女子便所取設工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		369,760		0		0		ツクバメンテナンス（株）		E0E31A110016B		A15030560		A15032936		12/9/15		随意契約		2/26/16		中島　幸一郎		板山　裕之		2/26/16

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研3号館展望台屋上防水改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		1,913,340		0		0		水戸屋建設(株)		E0E31A110016B		A15031183		A15032929		12/18/15		随意契約		2/1/16		中島　幸一郎		鷺森　航太		2/26/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟フィルターユニット（FU-TS-3）プレフィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・二次ライン(J推)		0		0		424,440		（株）アトックス　東海営業所		I1F01JAAa106B		A15007127		A15007127		5/21/15		随意契約		2/4/16		中島　幸一郎		山田　善一		3/18/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロンホールフィルターユニット（ＦＵ－１）プレフィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		453,600		（株）アトックス　東海営業所		I1F01JAAb106B		A15004166		A15004166		4/27/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		髙橋　仁		5/29/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟フィルターユニット（ＦＵ－ＨＭ１－１）プレフィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		491,400		（株）アトックス　東海営業所		I1F01JAAb106B		A15004163		A15004163		5/7/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		髙橋　仁		5/25/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟フィルターユニット（FU-M1-2）フィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-シスコミ(J推)		0		0		993,600		（株）アトックス　東海営業所		I1F01JAC1146B		A15008133		A15008133		5/19/15		随意契約		7/29/15		中島　幸一郎		大越　隆夫		7/31/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟フィルターユニット（FU-M3-2）フィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-シスコミ(J推)		0		0		993,600		（株）アトックス　東海営業所		I1F01JAC1146B		A15008132		A15008132		5/19/15		随意契約		6/23/15		中島　幸一郎		大越　隆夫		6/30/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟フィルターユニット（FU-M1-1）プレフィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-シスコミ(J推)		0		0		507,600		（株）アトックス　東海営業所		I1F01JAC1146B		A15025906		A15025906		11/5/15		随意契約		1/19/16		中島　幸一郎		大越　隆夫		1/29/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研偏極陽子機械棟純水精製装置（ＰＷＵ－２）樹脂取替		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-電磁石(J推)		0		0		305,100		ＮＥＣファシリティーズ(株)北関東ファシリティマネジメント事業部		I1F01JAC1186B		A15005697		A15005697		5/26/15		随意契約		6/22/15		中島　幸一郎		森田　裕一		6/26/15

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟等実験盤改修工事		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-電磁石(J推)		507,924		0		0		（株）国分電機		I1F01JAC1186B		A15010114		A15011871		6/29/15		随意契約		9/14/15		中島　幸一郎		石井　恒次		9/25/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＳ補助機械棟パッケージ形空調機サーミスタ他交換		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-真空(J推)		0		0		74,520		(株)アメニティ・ジャパン		I1F01JAC1286B		A15039047		A15039047		2/18/16		随意契約		2/29/16		佐藤　正和		佐藤　吉博		2/29/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		999,000		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BPA1206B		A15003871		A15003871		4/28/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		小川　一弘		5/29/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その２）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		947,160		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPA1206F		A15011141		A15011141		6/12/15		随意契約		7/10/15		佐藤　正和		小川　一弘		7/10/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その３）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		969,840		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPA1206F		A15017942		A15017942		8/25/15		随意契約		9/4/15		佐藤　正和		小川　一弘		9/4/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その４）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		937,440		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPA1206F		A15019877		A15019877		9/10/15		随意契約		9/28/15		佐藤　正和		小川　一弘		9/28/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その５）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		974,160		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPA1206B		A15025890		A15025890		11/5/15		随意契約		11/13/15		中島　幸一郎		小川　一弘		11/13/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その６）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		940,680		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BPA1206B		A15025925		A15025925		11/6/15		随意契約		11/30/15		中島　幸一郎		小川　一弘		11/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その７）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		989,280		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BPA1206B		A15027292		A15027292		11/18/15		随意契約		11/30/15		中島　幸一郎		小川　一弘		11/30/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その８）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		948,240		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPA1206B		A15028847		A15028847		11/30/15		随意契約		12/11/15		中島　幸一郎		小川　一弘		12/11/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その９）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		999,000		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPA1206F		A15038312		A15038312		2/12/16		随意契約		2/26/16		佐藤　正和		小川　一弘		2/26/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備（その１０）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		936,360		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPA1206B		A15040179		A15040179		2/19/16		随意契約		3/11/16		中島　幸一郎		小川　一弘		3/11/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		972,000		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JAE2306B		A15006346		A15006346		5/11/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		5/29/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備（その2）		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		748,440		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JAE2306B		A15012333		A15012333		6/24/15		随意契約		7/29/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		7/27/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備（その3）		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		967,680		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JAE2306B		A15015868		A15015868		8/3/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/28/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）パッケージ形空調整備（その４）		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		982,800		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JAE2306B		A15020545		A15020545		9/4/15		随意契約		9/30/15		佐藤　正和		礒﨑　操		9/30/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備（その５）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		990,360		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SA82306B		A15026999		A15026999		11/11/15		随意契約		12/3/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/27/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）パッケージ形空調機整備（その６）		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		864,000		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JAE2306B		A15037173		A15037173		2/2/16		随意契約		2/29/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/26/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館ガスヒートポンプ空調設備整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		365,580		東京ガス（株）つくば支社		A0E31SA81306F		A15012085		A15012085		6/22/15		随意契約		8/6/15		中島　幸一郎		小川　一弘		8/7/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研４号館ガスヒートポンプ空調設備整備（その２）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		279,720		東京ガス（株）つくば支社		A0E31SA81306B		A15015028		A15015028		7/29/15		随意契約		8/21/15		中島　幸一郎		小川　一弘		8/21/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研４号館ガスヒートポンプ空調設備整備（その３）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		47,520		東京ガス（株）つくば支社		A0E31SA81306B		A15026231		A15026231		11/9/15		随意契約		11/27/15		中島　幸一郎		品川　尚也		11/27/15

		P		②		研究装置保守点検費		高エネ研（東海）物質・生命科学実験施設ミュオン空冷設備保守点検		先端研究推進費-J-PARC-ミュオン実験-物件費(J推)		0		0		1,798,200		高砂熱学工業（株）茨城営業所		I1F01JAB2106C		A15007867		A15007867		6/15/15		随意契約		9/30/15		佐藤　正和		河村　成肇		9/30/15

		P		②		消耗品		高エネ研KEKB展示室子鍵作成		運交金-素核研-Belle(B)-物件費・実験室安全		0		0		3,348		つくばキーセンター　澤邉久輝		A0A20BAk12146		A15039415		A15039415		2/15/16		随意契約		3/7/16		佐藤　正和		林　浩平		3/15/16

		長 チョウ		②		消耗品		高エネ研４号館２１８室子鍵作成		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		0		0		4,536		つくばキーセンター　澤邉久輝		A0B01SA071046		A15020797		A15020797		8/31/15		随意契約		9/9/15		佐藤　正和		永田　直美		9/30/15

		長 チョウ		②		消耗品		高エネ研４号館１０７室他子鍵作成		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-共通経費		0		0		5,724		つくばキーセンター　澤邉久輝		A0D12SA082346		A15008970		A15008970		6/9/15		随意契約		6/19/15		中島　幸一郎		金子　敏明		7/15/15

		P		②		消耗品		PHS電話機　40台		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		907,200		東陽工業（株）北関東支店		A0E31BPA11046		A15000566		A15000566		4/9/15		随意契約		4/23/15		中島　幸一郎		氏家　和輝		4/28/15

		P		②		消耗品		光電式煙感知器ヘッド　２種　90個		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		972,000		能美防災(株) 茨城支社		A0E31BPA11046		A15000684		A15000684		4/9/15		随意契約		4/24/15		中島　幸一郎		塚本　智		4/30/15

		P		②		消耗品		VCB引出台車　2台		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		388,800		（株）国分電機		A0E31BPA11046		A15003357		A15003357		5/7/15		随意契約		7/10/15		中島　幸一郎		塚本　智		7/10/15

		P		②		消耗品		トナーカートリッジ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		805,680		日本電計（株）茨城営業所		A0E31BPA11046		A15003846		A15003846		5/11/15		随意契約		6/3/15		中島　幸一郎		塚本　智		6/26/15

		P		②		消耗品		蛍光ランプ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		839,160		首都圏電工(株)北関東営業所		A0E31BPA11046		A15001590		A15001590		4/20/15		随意契約		5/20/15		中島　幸一郎		塚本　智		5/20/15

		P		②		消耗品		電話機		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		43,848		首都圏電工(株)北関東営業所		A0E31BPA11046		A15006347		A15006347		5/22/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		氏家　和輝		6/26/15

		P		②		消耗品		変圧器ハンドホールパッキン　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		334,800		首都圏電工(株)北関東営業所		A0E31BPA11046		A15008378		A15008378		6/12/15		随意契約		7/23/15		中島　幸一郎		塚本　智		7/24/15

		P		②		消耗品		LED電球付属ダウンライト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		274,320		（株）イメージ工房		A0E31BPA11046		A15009351		A15009351		6/18/15		随意契約		7/7/15		中島　幸一郎		塚本　智		7/24/15

		P		②		消耗品		66kVガス絶縁開閉装置用部品		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		86,400		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		A0E31BPA11046		A15002253		A15002253		4/24/15		随意契約		7/31/15		中島　幸一郎		塚本　智		7/31/15

		P		②		消耗品		デスクトップパソコン　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		199,260		日本電計（株）茨城営業所		A0E31BPA11046		A15014033		A15014033		7/23/15		随意契約		8/24/15		中島　幸一郎		塚本　智		8/28/15

		P		②		消耗品		光電式煙感知器ヘッド　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		501,120		能美防災(株) 茨城支社		A0E31BPA11046		A15016748		A15016748		8/18/15		随意契約		8/26/15		中島　幸一郎		瀬谷　憲明		9/18/15

		P		②		消耗品		換気扇　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		124,740		首都圏電工(株)北関東営業所		A0E31BPA11046		A15019692		A15019692		9/15/15		随意契約		10/14/15		中島　幸一郎		塚本　智		10/23/15

		P		②		消耗品		PHS子機　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		991,440		東陽工業（株）北関東支店		A0E31BPA11046		A15021097		A15021097		9/28/15		随意契約		10/8/15		佐藤　正和		氏家　和輝		10/16/15

		P		②		消耗品		三極連動カットアウト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		947,808		日本高圧電気（株）		A0E31BPA11046		A15020504		A15020504		10/2/15		随意契約		11/4/15		佐藤　正和		塚本　智		11/27/15

		P		②		消耗品		蛍光ランプ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		371,736		首都圏電工(株)北関東営業所		A0E31BPA11046		A15022454		A15022454		10/14/15		随意契約		11/5/15		中島　幸一郎		塚本　智		11/27/15

		P		②		消耗品		バッテリー　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		394,308		東神電池工業（株）		A0E31BPA11046		A15024421		A15024421		10/27/15		随意契約		12/1/15		中島　幸一郎		氏家　和輝		11/30/15

		P		②		消耗品		直流電源装置　４台		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		328,320		日本電計（株）茨城営業所		A0E31BPA11046		A15024423		A15024423		10/27/15		随意契約		12/4/15		中島　幸一郎		氏家　和輝		12/4/15

		P		②		消耗品		水中ポンプ		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		76,248		藤井産業（株）つくば支店		A0E31BPA11046		A15028853		A15028853		12/2/15		随意契約		12/16/15		中島　幸一郎		塚本　智		1/22/16

		P		②		消耗品		三極連動カットアウト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		943,920		日本高圧電気（株）		A0E31BPA11046		A15029908		A15029908		1/15/16		随意契約		1/28/16		中島　幸一郎		塚本　智		3/11/16

		P		②		消耗品		蛍光灯		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		104,500		(株)パブリック商会		A0E31BPA11046		A15032340		A15032340		1/7/16		随意契約		1/18/16		中島　幸一郎		塚本　智		2/19/16

		P		②		消耗品		ニカド電池		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		59,400		能美防災(株) 茨城支社		A0E31BPA11046		A15033883		A15033883		1/15/16		随意契約		1/29/16		中島　幸一郎		瀬谷　憲明		1/29/16

		P		②		消耗品		記録紙　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		307,800		日本電計（株）茨城営業所		A0E31BPA11046		A15032350		A15032350		1/26/16		随意契約		2/24/16		中島　幸一郎		塚本　智		2/26/16

		P		②		消耗品		トナーカートリッジ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		397,311		（株）イメージ工房		A0E31BPA11046		A15040930		A15040930		3/4/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		塚本　智		3/29/16

		P		②		消耗品		レベルレギュレーター　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		669,600		理工科学（株）		A0E31BPA12046		A15005497		A15005497		5/18/15		随意契約		6/4/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		6/5/15

		P		②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		19,440		（株）サイサン　つくば営業所		A0E31BPA12046		A15005495		A15005495		4/30/15		随意契約		5/28/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		5/29/15

		P		②		消耗品		Vベルト		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		68,450		古本機工（株）		A0E31BPA12046		A15005616		A15005616		5/18/15		随意契約		5/21/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		6/12/15

		P		②		消耗品		次亜塩素酸ソーダ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		69,120		家田化学薬品（株）筑波支店		A0E31BPA12046		A15005618		A15005618		5/15/15		随意契約		5/27/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		6/12/15

		P		②		消耗品		小便器用リチウム電池　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		12,690		北原商事（株）		A0E31BPA12046		A15006413		A15006413		5/20/15		随意契約		5/26/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		6/5/15

		P		②		消耗品		ジェットファン　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		332,640		北原商事（株）		A0E31BPA12046		A15008717		A15008717		5/28/15		随意契約		6/22/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		7/17/15

		P		②		消耗品		冷却水マルチ薬剤		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		673,920		栗田工業（株）土浦営業所		A0E31BPA12046		A15008720		A15008720		5/25/15		随意契約		6/17/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		7/17/15

		P		②		消耗品		フィルタ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		410,400		日進技研（株）		A0E31BPA12046		A15009626		A15009626		5/15/15		随意契約		7/16/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		7/31/15

		P		②		消耗品		薬液		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		950,400		三綱（株）		A0E31BPA12046		A15009838		A15009838		6/11/15		随意契約		6/22/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		7/24/15

		P		②		消耗品		プレフィルタ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		297,000		日進技研（株）		A0E31BPA12046		A15011980		A15011980		6/30/15		随意契約		8/20/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/28/15

		P		②		消耗品		自動交互運転リレー　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		68,580		北原商事（株）		A0E31BPA12046		A15012587		A15012587		6/17/15		随意契約		7/22/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		7/24/15

		P		②		消耗品		フィルタ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		169,560		日進技研（株）		A0E31BPA12046		A15014103		A15014103		7/17/15		随意契約		8/20/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		8/26/15

		P		②		消耗品		ドレイントラップ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		174,895		古本機工（株）		A0E31BPA12046		A15012583		A15012583		6/17/15		随意契約		7/31/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		7/31/15

		P		②		消耗品		送り座付横水栓　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		94,122		古本機工（株）		A0E31BPA12046		A15016567		A15016567		8/4/15		随意契約		8/31/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		8/31/15

		P		②		消耗品		冷却水用水処理剤		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		648,000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		A0E31BPA12046		A15009837		A15009837		6/12/15		随意契約		8/7/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		8/7/15

		P		②		消耗品		電磁弁　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		29,970		北原商事（株）		A0E31BPA12046		A15017675		A15017675		8/19/15		随意契約		9/9/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		9/18/15

		P		②		消耗品		ストレーナー用スクリーン		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		939,600		理工科学（株）		A0E31BPA12046		A15013388		A15013388		6/26/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		9/2/15

		P		②		消耗品		冷却水用水処理剤		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		648,000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		A0E31BPA12046		A15020208		A15020208		9/15/15		随意契約		10/5/15		佐藤　正和		丸山　雅史		10/30/15

		P		②		消耗品		冷却水用水処理剤		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		950,400		三綱（株）		A0E31BPA12046		A15020459		A15020459		9/17/15		随意契約		10/9/15		佐藤　正和		丸山　雅史		10/9/15

		P		②		消耗品		Ｖベルト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		60,760		北原商事（株）		A0E31BPA12046		A15021344		A15021344		9/18/15		随意契約		10/13/15		佐藤　正和		丸山　雅史		10/23/15

		P		②		消耗品		蛍光灯器具　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		181,008		古本機工（株）		A0E31BPA12046		A15022042		A15022042		9/30/15		随意契約		10/14/15		佐藤　正和		丸山　雅史		10/16/15

		P		②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		119,880		（株）サイサン　つくば営業所		A0E31BPA12046		A15020198		A15020198		9/14/15		随意契約		11/2/15		佐藤　正和		丸山　雅史		10/29/15

		P		②		消耗品		ケミカフィーダー接続部		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		55,350		北原商事（株）		A0E31BPA12046		A15030149		A15030149		12/8/15		随意契約		12/25/15		中島　幸一郎		丸山　雅史		12/25/15

		P		②		消耗品		冷却水用水処理剤		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		950,400		三綱（株）		A0E31BPA12046		A15031415		A15031415		12/18/15		随意契約		1/13/16		中島　幸一郎		丸山　雅史		1/15/16

		P		②		消耗品		冷却水用水処理剤		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		648,000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		A0E31BPA12046		A15031417		A15031417		12/3/15		随意契約		1/12/16		中島　幸一郎		丸山　雅史		1/15/16

		P		②		消耗品		カラーリボンカートリッジ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		439,560		古本機工（株）		A0E31BPA12046		A15039563		A15039563		2/16/16		随意契約		3/8/16		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/11/16

		P		②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		48,600		（株）サイサン　つくば営業所		A0E31BPA12046		A15037275		A15037275		1/6/16		随意契約		2/29/16		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/18/16

		長 チョウ		②		消耗品		ダイオネットP　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		15,140		北原商事（株）		A0E31SA811046		A15022456		A15022456		10/6/15		随意契約		10/14/15		佐藤　正和		峯　秀介		10/30/15

		長 チョウ		②		消耗品		光電式煙感知器ヘッド２種		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		216,000		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SA812046		A15036784		A15036784		2/3/16		随意契約		2/8/16		中島　幸一郎		瀬谷　憲明		2/12/16

		長 チョウ		②		消耗品		GSユアサ製制御弁式鉛蓄電池		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		162,000		東神電池工業（株）		A0E31SA812046		A15042446		A15042446		3/9/16		随意契約		3/17/16		佐藤　正和		瀬谷　憲明		3/17/16

		長 チョウ		②		消耗品		TDKラムダ電源　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		27,173		藤井産業（株）つくば支店		A0E31SA812046		A15042547		A15042547		3/10/16		随意契約		3/28/16		佐藤　正和		瀬谷　憲明		3/31/16

		長 チョウ		②		消耗品		電気絶縁用ビニルテープ		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		4,000		（株）イメージ工房		A0E31SA812046		A15042517		A15042517		3/14/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		塚本　智		3/30/16

		長 チョウ		②		消耗品		TOTO排水金具部品　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		8,910		北原商事（株）		A0E31SA813046		A15020693		A15020693		9/17/15		随意契約		10/2/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/9/15

		長 チョウ		②		消耗品		ケミカフィーダーアクリルヘッド接続部		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		59,670		北原商事（株）		A0E31SA813046		A15023979		A15023979		10/13/15		随意契約		10/26/15		中島　幸一郎		清岡　翔吾		11/13/15

		長 チョウ		②		消耗品		停電灯バッテリー　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		43,740		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31SA822046		A15026070		A15026070		11/10/15		随意契約		1/22/16		中島　幸一郎		菊池　次男		1/22/16

		長 チョウ		②		消耗品		Vベルト		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		4,590		理工科学（株）		A0E31SA823046		A15034621		A15034621		1/20/16		随意契約		2/2/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/12/16

		長 チョウ		②		消耗品		高エネ研職員会館２階大会議室子鍵作成		運交金-機構共通-男女共同参画推進室(一般)-物件費		0		0		4,536		つくばキーセンター　澤邉久輝		A0E51SA681046		A15037189		A15037189		2/5/16		随意契約		2/12/16		佐藤　正和		千田　英雄		2/29/16

		長 チョウ		②		消耗品		高エネ研２号館３０８室子鍵作成		運交金-機構共通-研究支援戦略推進部(一般)-物件費		0		0		10,476		つくばキーセンター　澤邉久輝		A0E51SA721046		A15001346		A15001346		4/10/15		随意契約		4/30/15		中島　幸一郎		佐藤　尚美		5/15/15

		長 チョウ		②		消耗品		ボンベスタンド　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		22,194		茨城チャート（株）		A0F01JAE22046		A15004707		A15004707		5/13/15		随意契約		5/25/15		中島　幸一郎		菊池　次男		6/26/15

		長 チョウ		②		消耗品		照明器具　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		24,975		首都圏電工(株)北関東営業所		A0F01JAE22046		A15004663		A15004663		5/13/15		随意契約		5/25/15		中島　幸一郎		菊池　次男		5/29/15

		長 チョウ		②		消耗品		トナー　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		118,098		理工科学（株）		A0F01JAE22046		A15011317		A15011317		6/30/15		随意契約		7/17/15		中島　幸一郎		菊池　次男		7/31/15

		長 チョウ		②		消耗品		蛍光灯		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		141,021		首都圏電工(株)北関東営業所		A0F01JAE22046		A15011321		A15011321		6/30/15		随意契約		7/17/15		中島　幸一郎		菊池　次男		7/31/15

		長 チョウ		②		消耗品		ニカド電池		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		41,472		能美防災(株) 茨城支社		A0F01JAE22046		A15015569		A15015569		8/4/15		随意契約		8/6/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		8/21/15

		長 チョウ		②		消耗品		PCS用バッテリー　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		880,200		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		A0F01JAE22046		A15012245		A15012245		7/14/15		随意契約		9/14/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		9/11/15

		長 チョウ		②		消耗品		トナー　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		325,728		理工科学（株）		A0F01JAE22046		A15025536		A15025536		11/5/15		随意契約		12/11/15		中島　幸一郎		菊池　次男		12/25/15

		長 チョウ		②		消耗品		蛍光灯　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		186,273		首都圏電工(株)北関東営業所		A0F01JAE22046		A15024676		A15024676		10/29/15		随意契約		12/17/15		中島　幸一郎		菊池　次男		12/25/15

		長 チョウ		②		消耗品		光電式煙感知器　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		319,518		能美防災(株) 茨城支社		A0F01JAE22046		A15039916		A15039916		2/25/16		随意契約		3/11/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/10/16

		長 チョウ		②		消耗品		非常口誘導標識　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		176,526		藤井産業（株）つくば支店		A0F01JAE22046		A15040038		A15040038		2/26/16		随意契約		3/8/16		佐藤　正和		菊池　次男		3/11/16

		長 チョウ		②		消耗品		PHS電話機		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		635,040		東陽工業（株）北関東支店		A0F01JAE22046		A15040152		A15040152		3/9/16		随意契約		3/15/16		佐藤　正和		菊池　次男		3/15/16

		長 チョウ		②		消耗品		Vベルト　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		340,200		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15002344		A15002344		4/23/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		5/22/15

		長 チョウ		②		消耗品		安定器		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		209,520		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JAE23046		A15002346		A15002346		4/3/15		随意契約		6/4/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		6/5/15

		長 チョウ		②		消耗品		モータバルブ　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		89,640		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JAE23046		A15005422		A15005422		5/15/15		随意契約		6/4/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		6/26/15

		長 チョウ		②		消耗品		接線流羽根車式水道メーター		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		71,280		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15010728		A15010728		6/24/15		随意契約		7/23/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		7/31/15

		長 チョウ		②		消耗品		ダイヤマット　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		34,560		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15011059		A15011059		6/24/15		随意契約		7/9/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		7/24/15

		長 チョウ		②		消耗品		フィルターカートリッジ		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		30,240		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15012989		A15012989		7/10/15		随意契約		8/6/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/7/15

		長 チョウ		②		消耗品		冷却水系用スライムコントロール剤		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		324,000		栗田工業（株）土浦営業所		A0F01JAE23046		A15014865		A15014865		7/29/15		随意契約		8/21/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/21/15

		長 チョウ		②		消耗品		万能ネット　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		115,560		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15015736		A15015736		8/4/15		随意契約		8/19/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/25/15

		長 チョウ		②		消耗品		薬液		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		375,840		東鉱商事（株）　本社営業部		A0F01JAE23046		A15015035		A15015035		7/30/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/28/15

		長 チョウ		②		消耗品		Vﾍﾞﾙﾄ		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		45,360		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15016675		A15016675		8/17/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/11/15

		長 チョウ		②		消耗品		ﾁｬｯｷﾊﾞﾙﾌﾞ		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		12,960		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JAE23046		A15017408		A15017408		8/21/15		随意契約		9/17/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/18/15

		長 チョウ		②		消耗品		クリフィーダー用サイホン止めチャッキ弁		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		32,400		栗田工業（株）土浦営業所		A0F01JAE23046		A15023197		A15023197		10/13/15		随意契約		11/2/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/6/15

		長 チョウ		②		消耗品		ＮＲリレー　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		111,240		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE23046		A15023791		A15023791		10/15/15		随意契約		11/5/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/30/15

		長 チョウ		②		消耗品		工業塩		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		75,600		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JAE23046		A15027040		A15027040		11/13/15		随意契約		12/11/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		12/11/15

		長 チョウ		②		消耗品		電磁弁		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		9,720		（株）エムエス		A0F01JAE23046		A15026311		A15026311		11/2/15		随意契約		11/16/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/27/15

		長 チョウ		②		消耗品		ナベ頭組込ネジ		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		2,970		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15028242		A15028242		11/25/15		随意契約		12/8/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		12/11/15

		長 チョウ		②		消耗品		メカニカルシール　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		298,080		東興機械工業㈱		A0F01JAE23046		A15032898		A15032898		1/4/16		随意契約		1/29/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		1/29/16

		長 チョウ		②		消耗品		レギュレータ		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		48,816		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JAE23046		A15035365		A15035365		1/25/16		随意契約		2/2/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/12/16

		長 チョウ		②		消耗品		Ｖベルト		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		86,400		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15037586		A15037586		2/8/16		随意契約		2/22/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/22/16

		長 チョウ		②		消耗品		デミナー用継手ゴムパッキン		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		46,440		ＮＥＣファシリティーズ(株)北関東ファシリティマネジメント事業部		A0F01JAE23046		A15037104		A15037104		1/20/16		随意契約		3/24/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/16

		長 チョウ		②		消耗品		ステンレスキャップ		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		43,200		第一鉄工(株)		A0F01JAE23046		A15038213		A15038213		2/12/16		随意契約		3/8/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/16

		長 チョウ		②		消耗品		保護枠付温度計　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		64,260		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15038133		A15038133		2/10/16		随意契約		3/2/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/16

		長 チョウ		②		消耗品		ヴィクトリックジョイント　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		9,720		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15038560		A15038560		2/15/16		随意契約		3/2/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/16

		長 チョウ		②		消耗品		Vベルト		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		33,480		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15040103		A15040103		2/25/16		随意契約		3/7/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/16

		長 チョウ		②		消耗品		Vベルト		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		37,260		理工科学（株）		A0F01JAE23046		A15040212		A15040212		2/25/16		随意契約		3/7/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/16

		長 チョウ		②		消耗品		ビクトリック継手		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		103,680		ＮＥＣファシリティーズ(株)北関東ファシリティマネジメント事業部		A0F01JAE23046		A15037527		A15037527		2/1/16		随意契約		3/24/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/15/16

		長 チョウ		②		消耗品		冷却水系用水処理剤		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		259,578		栗田工業（株）土浦営業所		A0F01JAE23046		A15041872		A15041872		3/7/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		礒﨑　操		3/18/16

		長 チョウ		②		消耗品		吸水バック　アクアボーイ　LL-1　20枚入		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		518,400		北原商事（株）		A1E31SA701046		A15041763		A15041763		3/3/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		府川　薫		3/28/16

		長 チョウ		②		消耗品		蛍光ランプ　他		収見合-施設部-工事雑役・つくば-電気		0		0		193,500		(株)パブリック商会		A1E31SA702046		A15041276		A15041276		3/7/16		随意契約		3/11/16		佐藤　正和		塚本　智		3/29/16

		長 チョウ		②		消耗品		高エネ研構内PHS子機UM7700購入		収見合-施設部-工事雑役・つくば-電気		0		0		907,200		東陽工業（株）北関東支店		A1E31SA702046		A15041699		A15041699		3/8/16		随意契約		3/17/16		佐藤　正和		氏家　和輝		3/25/16

		長 チョウ		②		消耗品		デジタルコードレス電話機　他		収見合-施設部-工事雑役・つくば-電気		0		0		688,284		首都圏電工(株)北関東営業所		A1E31SA702046		A15041284		A15041284		3/7/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		塚本　智		3/29/16

		長 チョウ		②		消耗品		連動型テンションヒューズ　他		収見合-施設部-工事雑役・つくば-電気		0		0		139,676		首都圏電工(株)北関東営業所		A1E31SA702046		A15041999		A15041999		3/10/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		塚本　智		3/30/16

		長 チョウ		②		消耗品		光電式煙感知器　他		収見合-施設部-工事雑役・つくば-電気		0		0		751,032		首都圏電工(株)北関東営業所		A1E31SA702046		A15041704		A15041704		3/14/16		随意契約		3/24/16		佐藤　正和		氏家　和輝		3/25/16

		長 チョウ		②		消耗品		測温抵抗体変換器　他		収見合-施設部-工事雑役・つくば-電気		0		0		993,600		日本電計（株）茨城営業所		A1E31SA702046		A15041280		A15041280		3/16/16		随意契約		3/28/16		佐藤　正和		塚本　智		3/29/16

		長 チョウ		②		消耗品		PHS子機		収見合-施設部-工事雑役・つくば-電気		0		0		567,000		東陽工業（株）北関東支店		A1E31SA702046		A15042793		A15042793		3/15/16		随意契約		3/22/16		佐藤　正和		氏家　和輝		3/29/16

		長 チョウ		②		消耗品		冷却塔水処理剤		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		864,000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		A1E31SA703046		A15041258		A15041258		3/1/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/25/16

		長 チョウ		②		消耗品		冷却塔水処理剤		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		950,400		三綱（株）		A1E31SA703046		A15041259		A15041259		3/2/16		随意契約		3/11/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/31/16

		長 チョウ		②		消耗品		Ｖベルト　他		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		920,000		古本機工（株）		A1E31SA703046		A15041777		A15041777		3/4/16		随意契約		3/30/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/30/16

		長 チョウ		②		消耗品		高圧ガス製造所表示板　他		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		126,414		北原商事（株）		A1E31SA703046		A15041735		A15041735		3/4/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		小川　一弘		3/25/16

		長 チョウ		②		消耗品		冷却塔水処理剤		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		993,600		パナソニック産機システムズ(株)		A1E31SA703046		A15041255		A15041255		3/1/16		随意契約		3/17/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/25/16

		長 チョウ		②		消耗品		コントライム・Ｍ-1000		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		142,560		三綱（株）		A1E31SA703046		A15042187		A15042187		3/7/16		随意契約		3/17/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/30/16

		長 チョウ		②		消耗品		ファン本体　他		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		0		0		129,211		北原商事（株）		A1E31SA703046		A15042186		A15042186		3/7/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		丸山　雅史		3/30/16

		長 チョウ		②		消耗品		PHS電話機		収見合-施設部-工事雑役・東海-電気		0		0		907,740		東陽工業（株）北関東支店		A1E31SA792046		A15043355		A15043355		3/22/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/30/16

		長 チョウ		②		消耗品		ｵﾙｶﾞﾋﾞｰﾄFK-45Y		収見合-施設部-工事雑役・東海-機械		0		0		907,200		理工科学（株）		A1E31SA793046		A15043055		A15043055		3/8/16		随意契約		3/23/16		佐藤　正和		礒﨑　操		3/28/16

		長 チョウ		②		消耗品		ｱｸｱｽｷﾚｰﾄ　他		収見合-施設部-工事雑役・東海-機械		0		0		921,888		東鉱商事（株）　本社営業部		A1E31SA793046		A15043060		A15043060		3/8/16		随意契約		3/29/16		佐藤　正和		礒﨑　操		3/28/16

		長 チョウ		②		消耗品		ﾀﾜｰｾﾞｯﾄ		収見合-施設部-工事雑役・東海-機械		0		0		884,520		三浦工業（株）水戸営業所		A1E31SA793046		A15043064		A15043064		3/15/16		随意契約		3/18/16		佐藤　正和		礒﨑　操		3/28/16

				②点検保守費合計（一般） テンケン ホシュ ヒ ゴウケイ												202,751,709

		P		②		他委託		高エネ研北カウンターホール天井クレーン（３０ｔ）過荷重試験		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		842,400		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAAb1178		A15034423		A15034423		1/19/16		随意契約		2/8/16		佐藤　正和		家入　正治		2/19/16				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		242,367,660

		P		②		他委託		高エネ研中央変電所特別高圧ケーブル予備線絶縁抵抗測定		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		270,000		東芝電機サービス(株)		A0E31BPA11078		A15020007		A15020007		9/15/15		随意契約		9/30/15		佐藤　正和		塚本　智		9/30/15				先端研究推進費		1,306,800

		P		②		他委託		高エネ研ＰＳ特高変電所等地下タンク貯蔵所漏洩点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		304,560		日振工発（株）		A0E31BPA11078		A15030819		A15030819		12/24/15		随意契約		1/21/16		佐藤　正和		塚本　智		1/29/16				合計 ゴウケイ		243,674,460

		P		②		他委託		高エネ研特別高圧ケーブル予備線地絡点調査		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		860,760		富士古河E&C(株)		A0E31BPA11078		A15021122		A15021122		10/29/15		随意契約		1/29/16		中島　幸一郎		塚本　智		1/29/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研サブ変電所等点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		47,304,000		（財）関東電気保安協会茨城事業本部		A0E31BPA1106B		A15005589		A15005589		6/26/15		一般競争契約		10/29/15		佐藤　正和		塚本　智		10/30/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備(中央変電所等)点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		37,476,000		東芝電機サービス(株)		A0E31BPA1106B		A15005591		A15005591		6/26/15		一般競争契約		10/28/15		佐藤　正和		塚本　智		10/30/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備(大穂変電所)点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		7,884,000		三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東日本本部東関東支社		A0E31BPA1106B		A15005596		A15005596		6/26/15		一般競争契約		10/22/15		佐藤　正和		塚本　智		10/30/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研サブ変電所S-102低圧機械動力盤(Ⅰ)51GL調査その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		137,160		高橋興業（株）		A0E31BPA1106B		A15012517		A15012517		7/8/15		随意契約		7/24/15		中島　幸一郎		塚本　智		7/24/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備(日光変電所)点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		6,804,000		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		A0E31BPA1106B		A15005599		A15005599		6/26/15		一般競争契約		10/30/15		佐藤　正和		塚本　智		10/30/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研変電設備定期点検に伴う操作等		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		982,800		高橋興業（株）		A0E31BPA1106B		A15016505		A15016505		8/18/15		随意契約		9/1/15		中島　幸一郎		塚本　智		8/31/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研サブ変電所S-201実験動力盤(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)51GL調査その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		946,080		高橋興業（株）		A0E31BPA1106B		A15025785		A15025785		11/6/15		随意契約		12/1/15		中島　幸一郎		塚本　智		11/25/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子入射器棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		16,416,000		（株）神内電機製作所		A0E31BPA1206B		A15000391		A15000391		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟等スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		6,048,000		日本熱源システム（株）		A0E31BPA1206B		A15000414		A15000414		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ光源棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		6,858,000		三菱電機ＦＡ産業機器（株）東日本支店		A0E31BPA1206B		A15000395		A15000395		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,752,000		宇部興産機械（株）		A0E31BPA1206B		A15000399		A15000399		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士機械棟等スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		6,534,000		（株）前川製作所		A0E31BPA1206B		A15000413		A15000413		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研スクリュー冷凍機ＯＭ－Ｒ－４、ＴＭ－Ｒ－４保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,160,000		（株）神戸製鋼所機械事業部門圧縮機事業部冷熱・エネルギー部		A0E31BPA1206B		A15000416		A15000416		4/1/15		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		7,457,940		コネクレーンズ（株）		A0E31BPA1206B		A15000401		A15000401		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研北カウンターホールクレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,106,000		（株）アトックス　東海営業所		A0E31BPA1206B		A15000400-02		A15000400-02		4/1/15		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,376,000		（株）アトックス　東海営業所		A0E31BPA1206B		A15000398-02		A15000398-02		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		3,915,000		(株)日立プラントメカニクス東日本統括営業部		A0E31BPA1206B		A15000402-02		A15000402-02		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		5,292,000		住友重機械搬送システム(株)　搬送システム第2統括部　建設課　横浜サービスチーム		A0E31BPA1206B		A15000404-02		A15000404-02		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/16

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		2,569,320		0		0		債主未定		A0F01JAE2206B		A15006684		A15008712		6/8/15		随意契約		9/1/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		9/25/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		2,569,320		（株）エネサーブ茨城		A0F01JAE2206B		A15008712				6/8/15		随意契約		9/1/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		9/25/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）J-PARC全所停電に伴う停復電操作その他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		429,300		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2206B		A15008513		A15008513		6/8/15		随意契約		7/21/15		中島　幸一郎		千田　謙太郎		7/24/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）特別高圧受変電設備（５０ＧｅＶ変電所）点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		10,908,000		東芝電機サービス(株)		A0F01JAE2206B		A15004862		A15004862		6/17/15		一般競争契約		9/25/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		9/25/15

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）チラーユニット整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		858,600		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JAE2306B		A15005726		A15005726		5/8/15		随意契約		5/29/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		5/29/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第1、2、3機械棟RI廃棄物分別作業その他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		318,060		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2306B		A15015568		A15015568		7/29/15		随意契約		9/2/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		8/24/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟等チリングユニット（RR-M3-1-2）他部品取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		334,800		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JAE2306B		A15026379		A15026379		11/9/15		随意契約		12/3/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/27/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光実験棟50tクレーン無線装置整備		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-KEKB共通(B推)		0		0		712,800		（株）アトックス　東海営業所		I1C28BA01106B		A15011928		A15011928		7/1/15		随意契約		9/28/15		中島　幸一郎		多和田　正文		9/30/15

				②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		724,680		0		0		債主未定		A0E31SA82206B		A15006685		A15008712		6/8/15		随意契約		9/1/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		9/25/15

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		724,680		（株）エネサーブ茨城		A0E31SA82206B		A15008712				6/8/15		随意契約		9/1/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		9/25/15

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研筑波実験棟等天井クレーン整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		691,200		（株）神内電機製作所		A0E31BPA1206B		A15027335		A15027335		11/17/15		随意契約		2/12/16		中島　幸一郎		品川　尚也		2/12/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		999,000		(株)日立プラントメカニクス東日本統括営業部		A0E31BPA1206B		A15028075		A15028075		11/24/15		随意契約		1/29/16		佐藤　正和		品川　尚也		1/29/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)大強度陽子加速器施設クレーン保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		13,068,000		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2306B		A15000860		A15000860		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		髙巣　友和		3/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第3設備棟RI排気フィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・二次ライン(J推)		0		0		226,800		（株）アトックス　東海営業所		I1F01JAAa106B		A15002335		A15002335		4/22/15		随意契約		5/13/15		中島　幸一郎		石田　卓		5/15/15

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟２階ＲＩ排気フィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		367,200		（株）アトックス　東海営業所		I1F01JAAb106B		A15001757		A15001757		4/6/15		随意契約		5/13/15		中島　幸一郎		髙橋　仁		5/15/15

		長 チョウ		②		環境整備		放射性及び一般実験廃液処理業務並びに水質分析検査業務　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-業務委託		0		0		43,740,000		Hitz環境サービス（株）		A0D11PA021074		A15006195		A15006195		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		久保　篤志		文珠四郎　秀昭		3/31/16

				②点検保守費合計（特殊） テンケン ホシュ ヒ ゴウケイ トクシュ												243,674,460

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		100,614,000		0		0		高橋興業（株）		A0E31BPA1106B		A15000094		A15000956		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/31/16				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		478,828,800

		P		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		100,614,000		高橋興業（株）		A0E31BPA1106B		A15000956				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/31/16				合計 ゴウケイ		478,828,800

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		4,802,400		0		0		高橋興業（株）		A0E31SA81106B		A15000840		A15000956		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/31/16

		長 チョウ		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物、電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		4,802,400		高橋興業（株）		A0E31SA81106B		A15000956				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/31/16

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建物・電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		155,792,400		0		0		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15000418		A15000956		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/31/16

		P		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建物・電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		155,792,400		高橋興業（株）		A0E31BPA1206B		A15000956				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		峯　秀介		3/31/16

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電気・機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		85,236,000		0		0		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2206B		A15000335		A15001994		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/31/16

		P		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電気・機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		85,236,000		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2206B		A15001994				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/31/16

				③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)電気・機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		132,384,000		0		0		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2306B		A15000852		A15001994		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/31/16

		P		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電気・機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		132,384,000		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2306B		A15001994				4/1/15		一般競争契約		3/31/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/31/16

				③運転監視費合計 ウンテン カンシ ヒ ゴウケイ												478,828,800

				④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(特殊)-PCB廃棄物処理費		1,358,000		0		0		中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道PCB処理事業所		A0E51SA421074		A15009059		A15018959		9/7/15		随意契約（第一号）		11/13/15		黒井　宗典		黒井　宗典		3/15/16				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		10,783,681

		長 チョウ		④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(特殊)-PCB廃棄物処理費		0		0		1,358,000		中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道PCB処理事業所		A0E51SA421074		A15018959				9/7/15		随意契約（第一号）		11/13/15		黒井　宗典		黒井　宗典		3/15/16				先端研究推進費		448,200

				④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(24・特殊)-PCB廃棄物処理費		3,231,600		0		0		中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道PCB処理事業所		A0E51SA431074		A15009047		A15018959		9/7/15		随意契約（第一号）		11/13/15		黒井　宗典		黒井　宗典		3/15/16				合計 ゴウケイ		11,231,881

		長 チョウ		④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(24・特殊)-PCB廃棄物処理費		0		0		3,231,600		中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道PCB処理事業所		A0E51SA431074		A15018959				9/7/15		随意契約（第一号）		11/13/15		黒井　宗典		黒井　宗典		3/15/16

				④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(一般)-PCB廃棄物処理費		248,800		0		0		中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道PCB処理事業所		A0E51SA441074		A15017750		A15018959		9/7/15		随意契約（第一号）		11/13/15		黒井　宗典		黒井　宗典		3/15/16

		長 チョウ		④		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(一般)-PCB廃棄物処理費		0		0		248,800		中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道PCB処理事業所		A0E51SA441074		A15018959				9/7/15		随意契約（第一号）		11/13/15		黒井　宗典		黒井　宗典		3/15/16

		P		④		環境整備		高圧絶縁油　他		運交金-加五-リニアック(B)-マイクロ波1		0		0		23,760		(株)宇田川コーポレーション		A0C25BA021074		A15025994		A15025994		11/2/15		随意契約		11/2/15		池田　勝洋		中尾　克已		11/18/15

		P		④		環境整備		高圧絶縁油　他		運交金-加五-リニアック(PF)-マイクロ波4		0		0		17,820		(株)宇田川コーポレーション		A0C25PA021074		A15013591		A15013591		7/13/15		随意契約		7/13/15		池田　勝洋		中尾　克已		7/14/15

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		136,080		常陸環境開発（株）		A0F01JAAb1174		A15010308		A15010308		6/22/15		随意契約		8/25/15		菊池　進太郎		加藤　洋二		8/31/15

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		115,290		（有）沼田クリーンサービス		A0F01JAAb1174		A15032782		A15032782		1/8/16		随意契約		2/10/16		尾田　和正		加藤　洋二		2/12/16

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-中性子実験(J)-物件費・共通		0		0		194,400		常陸環境開発（株）		A0F01JAB21074		A15008735		A15008735		6/1/15		随意契約		7/3/15		菊池　進太郎		瀬谷　智洋		7/10/15

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-MR運転(J)-RF		0		0		26,136		常陸環境開発（株）		A0F01JAC11474		A15009723		A15009723		6/16/15		随意契約		7/23/15		小泉　髙弘		原　圭吾		9/30/15

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		302,400		常陸環境開発（株）		A0F01JAE31074		A15008339		A15008339		6/1/15		随意契約		7/23/15		小泉　髙弘		山口　陽		9/30/15

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		運交金-J-PARC-MR運転(J)-RF		0		0		187,488		常陸環境開発（株）		A0F01JAC11474		A15014156		A15014156		7/22/15		随意契約		8/17/15		小泉　髙弘		原　圭吾		8/31/15

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		運交金-J-PARC-低温(J)-物件費		0		0		164,160		常陸環境開発（株）		A0F01JAD41074		A15028554		A15028554		11/27/15		随意契約		2/1/16		小泉　髙弘		飯田　真久		2/29/16

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-シスコミ(J推)		0		0		136,080		常陸環境開発（株）		I1F01JAC11474		A15027492		A15027492		10/29/15		随意契約		11/17/15		小泉　髙弘		久保田　親		12/28/15

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-シスコミ(J推)		0		0		125,280		常陸環境開発（株）		I1F01JAC11474		A15037321		A15037321		1/18/16		随意契約		2/4/16		小泉　髙弘		久保田　親		2/29/16

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分作業　一式		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-RF(J推)		0		0		186,840		常陸環境開発（株）		I1F01JAC12074		A15023361		A15023361		10/8/15		随意契約		11/11/15		小泉　髙弘		原　圭吾		11/30/15

		P		④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-素核研-Belle(B)-物件費・測定器構造体		0		0		191,959		（株）日の丸商事		A0A20BAk12074		A15031798		A15031798		12/22/15		随意契約		1/20/16		黒井　宗典		黒井　宗典		1/29/16

		P		④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		1,593,000		（株）日の丸商事		A0C28BA031074		A15011504		A15011504		6/26/15		随意契約		7/27/15		関　真		赤井　和憲		8/31/15

		P		④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		477,900		（株）日の丸商事		A0C28BA031074		A15023246		A15023246		10/8/15		随意契約		11/16/15		城野　雅明		赤井　和憲		12/18/15

		P		④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		373,896		（株）やまたけ　土浦営業所		A0C28BA031074		A15037140		A15037140		1/29/16		随意契約		3/14/16		城野　雅明		赤井　和憲		3/31/16

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		1,279,800		（株）日の丸商事		A0E41SA122274		A15031798		A15031798		12/22/15		随意契約		1/20/16		黒井　宗典		黒井　宗典		1/29/16

		P		④		環境整備		廃液回収処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-研究開発		0		0		127,872		アサヒプリテック（株）北関東営業所		A0D11PA021374		A15019582		A15019582		9/15/15		随意契約		10/6/15		久保　篤志		平　雅文		10/6/15

		長 チョウ		④		環境整備		廃棄物処理　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		190,080		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15033094		A15033094		4/1/15		随意契約		3/31/16		黒井　宗典		黒井　宗典		3/31/16

		長 チョウ		④		環境整備		廃薬品・廃油処理処分作業　一式		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		0		0		172,800		常陸環境開発（株）		A0F01JAD21074		A15006992		A15006992		6/9/15		随意契約		9/17/15		小泉　髙弘		菅原　正克		9/30/15

		長 チョウ		④		環境整備		廃薬品・廃油処理処分作業　一式		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		0		0		172,800		常陸環境開発（株）		A0F01JAD21074		A15028110		A15028110		12/11/15		随意契約		2/1/16		小泉　髙弘		菅原　正克		3/15/16

		P		④		環境整備		廃油処理　一式		運交金-加五-リニアック(PF)-マイクロ波4		0		0		35,640		(株)宇田川コーポレーション		A0C25PA021074		A15015851		A15015851		8/3/15		随意契約		8/7/15		池田　勝洋		中尾　克已		8/7/15

		長 チョウ		④		環境整備		PCB入り特別管理産業廃棄物収集運搬業務　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(24・特殊)-PCB廃棄物処理費		0		0		162,000		（株）日立物流東日本　土浦物流部土浦機工グループ		A0E51SA431074		A15009062		A15009062		9/24/15		随意契約		11/6/15		黒井　宗典		小髙　美里		12/28/15

				④廃棄物処分費合計（一般） ハイキブツ ショブン ヒ ゴウケイ イッパン												11,231,881

		P		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		1,565,849		（社）日本アイソトープ協会		A0F01JAAb1074		A15041620		A15041620		1/14/16		随意契約（第一号）		3/9/16		小泉　髙弘		萩原　雅之		3/15/16				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		7,651,895

		P		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		0		0		1,634,234		（社）日本アイソトープ協会		A0F01JAC11874		A15041620		A15041620		1/14/16		随意契約（第一号）		3/9/16		小泉　髙弘		萩原　雅之		3/15/16				先端研究推進費		12,091,981

		長 チョウ		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		0		0		1,810,361		（社）日本アイソトープ協会		A0F01JAD11374		A15022725		A15022725		8/6/15		随意契約（第一号）		9/25/15		小泉　髙弘		萩原　雅之		9/30/15				合計 ゴウケイ		19,743,876

		長 チョウ		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		0		0		831,168		（社）日本アイソトープ協会		A0F01JAD11374		A15041620		A15041620		1/14/16		随意契約（第一号）		3/9/16		小泉　髙弘		萩原　雅之		3/15/16

		P		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・放射線・安全(J推)		0		0		1,674,734		（社）日本アイソトープ協会		I1F01JAAa3874		A15022725		A15022725		8/6/15		随意契約（第一号）		9/25/15		小泉　髙弘		萩原　雅之		9/30/15

		P		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・共通(J推)		0		0		1,391,450		（社）日本アイソトープ協会		I1F01JAAa4274		A15041620		A15041620		1/14/16		随意契約（第一号）		3/9/16		小泉　髙弘		萩原　雅之		3/15/16

		P		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		3,460,125		（社）日本アイソトープ協会		I1F01JAAb1074		A15022725		A15022725		8/6/15		随意契約（第一号）		9/25/15		小泉　髙弘		萩原　雅之		9/30/15

		P		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-シスコミ(J推)		0		0		4,982,472		（社）日本アイソトープ協会		I1F01JAC11474		A15022725		A15022725		8/6/15		随意契約（第一号）		9/25/15		小泉　髙弘		萩原　雅之		9/30/15

		P		④		環境整備		実験系廃棄物収集運搬処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-研究開発		0		0		472,716		松田産業㈱		A0D11PA021374		A15017260		A15017260		6/18/15		随意契約		8/18/15		広瀬　昌章		平　雅文		8/18/15

		P		④		環境整備		実験系廃棄物収集運搬処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(一般)-環境安全共通		0		0		587,065		松田産業㈱		A0D11SA111074		A15034233		A15034233		1/19/16		随意契約		3/4/16		広瀬　昌章		平　雅文		3/4/16

		P		④		環境整備		実験廃棄物収集運搬処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-研究開発		0		0		558,262		松田産業㈱		A0D11PA021374		A15020174		A15020174		9/15/15		随意契約		12/1/15		久保　篤志		平　雅文		11/30/15

		長 チョウ		④		環境整備		密封線源引取料　一式		運交金-放射セ-加速器安全(J)-サーベイメータ等維持		0		0		109,080		（社）日本アイソトープ協会		A0D11JA011774		A15014375		A15014375		7/2/15		随意契約		7/23/15		久保　篤志		飯島　和彦		7/23/15

		P		④		環境整備		密封線源引取料　一式		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-共通経費		0		0		57,240		（社）日本アイソトープ協会		A0D11PA011074		A15005871		A15005871		5/26/15		随意契約		6/12/15		久保　篤志		岸本　祐二		6/12/15

		P		④		環境整備		密封線源引取料　一式		運交金-J-PARC-g-2(J)-物件費		0		0		25,920		（社）日本アイソトープ協会		A0F01JAAg1074		A15019357		A15019357		9/16/15		随意契約		10/21/15		澤畠　ひろ美		三部　勉		10/21/15

		P		④		環境整備		NU2建屋廃液排水 一式		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・二次ライン(J推)		0		0		583,200		（株）アトックス　東海営業所		I1F01JAAa1074		A15000112		A15000112		4/1/15		随意契約		6/24/15		尾田　和正		大山　雄一		3/31/16

				④廃棄物処分費合計（特殊） ハイキブツ ショブン ヒ ゴウケイ トクシュ												19,743,876

		-		⑤		環境整備		高エネ研(吾妻)２丁目職員宿舎生垣剪定その他工事		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		918,000		不二造園土木（株）		A1E51SA701074		A15042290		A15042290		3/16/16		随意契約		3/29/16		齋木　武		齋木　武		3/30/16				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		41,938,960

		-		⑤		環境整備		高エネ研（吾妻）２丁目職員宿舎等外灯ポール周辺支障枝剪定業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		432,000		不二造園土木（株）		A0E51SA511074		A15019931		A15019931		9/24/15		随意契約		10/20/15		佐藤　正和		齋木　武		11/10/15				収見合 オサム ミア		7,237,620

		-		⑤		環境整備		高エネ研（吾妻）職員宿舎常緑樹剪定その他業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		993,600		不二造園土木（株）		A0E51SA511074		A15000957		A15000957		4/22/15		随意契約		6/3/15		中島　幸一郎		齋木　武		6/30/15				その他 ホカ		1,020,000

		-		⑤		環境整備		高エネ研（吾妻）職員宿舎西側歩道沿い低木刈込業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		150,120		不二造園土木（株）		A0E51SA511074		A15020794		A15020794		12/1/15		随意契約		12/15/15		中島　幸一郎		齋木　武		12/22/15				合計 ゴウケイ		50,196,580

		-		⑤		環境整備		高エネ研（竹園）職員宿舎樹木剪定その他業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		993,600		不二造園土木（株）		A0E51SA511074		A15019929		A15019929		10/19/15		随意契約		12/7/15		中島　幸一郎		齋木　武		12/7/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研(東海)１号館周辺枯損木伐採その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		324,000		不二造園土木（株）		A0E31SA821074		A15038869		A15038869		1/22/16		随意契約		3/3/16		佐藤　正和		府川　薫		3/15/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）1号館周辺草刈その他業務（その２）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		885,600		不二造園土木（株）		A0E31SA821074		A15026903		A15026903		11/12/15		随意契約		2/1/16		中島　幸一郎		府川　薫		2/5/16

		P		⑤		環境整備		高エネ研（東海）50GeV周回道路支障枝剪定業務		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		965,520		不二造園土木（株）		A0F01JAE31074		A15018016		A15018016		8/27/15		随意契約		9/14/15		佐藤　正和		江幡　誠		10/2/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）J-PARC構内東側地下水採取点通路支障枝剪定業務		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理		0		0		216,000		不二造園土木（株）		A0F01JAD11274		A15016597		A15016597		8/11/15		随意契約		9/15/15		中島　幸一郎		萩原　雅之		9/18/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）J-PARC構内道路周辺他草刈その他業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		1,706,400		不二造園土木（株）		A0F01JAE21074		A15011415		A15011415		7/10/15		随意契約		9/3/15		中島　幸一郎		府川　薫		8/28/15

		P		⑤		環境整備		高エネ研（東海）ハドロン実験施設草刈業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		281,880		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE21074		A15015944		A15015944		8/6/15		随意契約		9/30/15		中島　幸一郎		府川　薫		9/25/15

		-		⑤		環境整備		高エネ研（東海）みの内宿舎草刈　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		529,200		不二造園土木（株）		A1E51SA213074		A15010231		A15010231		6/22/15		随意契約		10/5/15		菊池　進太郎		榎　香織		10/9/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）東海1号館周辺草刈その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		464,400		不二造園土木（株）		A0E31SA821074		A15011419		A15011419		6/29/15		随意契約		9/10/15		中島　幸一郎		府川　薫		9/25/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内枯損木伐採業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		594,000		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15011883		A15011883		7/6/15		随意契約		8/19/15		佐藤　正和		髙橋　誠		8/18/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内枯損木伐採業務その2		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		864,000		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15034699		A15034699		1/21/16		随意契約		3/4/16		佐藤　正和		髙橋　誠		3/15/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内高木維持管理工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		840,780		不二造園土木（株）		A1E31SA701074		A15043014		A15043014		2/1/16		随意契約		3/28/16		佐藤　正和		髙橋　誠		3/30/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（10月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		2,109,240		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15025476		A15025476		4/1/15		随意契約		11/2/15		佐藤　正和		髙橋　誠		10/31/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（11月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		1,908,360		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15028966		A15028966		4/1/15		随意契約		12/4/15		佐藤　正和		髙橋　誠		11/30/15

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（12月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		1,452,120		0		0		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15032513		A15034211		12/1/15		一般競争契約		1/6/16		佐藤　正和		髙橋　誠		12/31/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（12月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		1,452,120		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15034211				12/1/15		一般競争契約		1/6/16		佐藤　正和		髙橋　誠		12/31/15

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（12月分）		その他補助金等-機構共通-15H08 ふるさと文化財の森-事業費		355,800		0		0		不二造園土木（株）		I0E51AH080174		A15033945		A15034211		12/1/15		一般競争契約		1/6/16		佐藤　正和		髙橋　誠		12/31/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（12月分）		その他補助金等-機構共通-15H08 ふるさと文化財の森-事業費		0		0		355,800		不二造園土木（株）		I0E51AH080174		A15034211				12/1/15		一般競争契約		1/6/16		佐藤　正和		髙橋　誠		12/31/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（1月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		1,908,360		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15036782		A15036782		4/1/15		随意契約		2/3/16		佐藤　正和		髙橋　誠		1/31/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（2月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		2,008,800		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15037651		A15037651		4/1/15		一般競争契約		3/3/16		佐藤　正和		髙橋　誠		2/29/16

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（3月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		2,209,680		0		0		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15037656		A15044332		3/1/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		府川　薫		3/31/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（3月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		2,209,680		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15044332				3/1/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		府川　薫		3/31/16

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（3月分）		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		1,305,720		0		0		不二造園土木（株）		A1E31SA701074		A15042683		A15044332		3/1/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		府川　薫		3/31/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（3月分）		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		1,305,720		不二造園土木（株）		A1E31SA701074		A15044332				3/1/16		随意契約		3/31/16		佐藤　正和		府川　薫		3/31/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（4月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		301,320		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15004513		A15004513		4/1/15		一般競争契約		5/11/15		佐藤　正和		髙橋　誠		4/30/15

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（5月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		1,244,160		0		0		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15008325		A15008532		5/1/15		随意契約		6/3/15		佐藤　正和		髙橋　誠		5/31/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（5月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		1,244,160		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15008532				5/1/15		随意契約		6/3/15		佐藤　正和		髙橋　誠		5/31/15

				⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（5月分）		その他補助金等-機構共通-15H08 ふるさと文化財の森-事業費		664,200		0		0		不二造園土木（株）		I0E51AH080174		A15008328		A15008532		5/1/15		随意契約		6/3/15		佐藤　正和		髙橋　誠		5/31/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（5月分）		その他補助金等-機構共通-15H08 ふるさと文化財の森-事業費		0		0		664,200		不二造園土木（株）		I0E51AH080174		A15008532				5/1/15		随意契約		6/3/15		佐藤　正和		髙橋　誠		5/31/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（6月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		4,419,360		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15012765		A15012765		4/1/15		随意契約		7/9/15		佐藤　正和		髙橋　誠		6/30/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（7月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		4,586,760		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15016158		A15016158		4/1/15		一般競争契約		8/3/15		佐藤　正和		髙橋　誠		7/31/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（8月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		7,265,160		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15018984		A15018984		4/1/15		随意契約		9/7/15		佐藤　正和		髙橋　誠		8/31/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（9月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		3,247,560		不二造園土木（株）		A0E31SA811074		A15022200		A15022200		4/1/15		随意契約		10/6/15		佐藤　正和		髙橋　誠		9/30/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内道路等周辺草刈業務		収見合-施設部-タイ王女来訪(K裁量)-事業費		0		0		993,600		不二造園土木（株）		A1E31SAT21074		A15000635		A15000635		4/8/15		随意契約		4/30/15		中島　幸一郎		松本　利男		4/24/15

		-		⑤		環境整備		高エネ研竹園３丁目職員宿舎717棟草刈り他業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		159,840		不二造園土木（株）		A0E51SA511074		A15020295		A15020295		10/2/15		随意契約		10/20/15		佐藤　正和		齋木　武		11/10/15

		-		⑤		環境整備		高エネ研竹園3丁目職員宿舎７２３棟草刈り他業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		144,720		不二造園土木（株）		A0E51SA511074		A15014856		A15014856		7/28/15		随意契約		8/3/15		齋木　武		齋木　武		7/31/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研東側敷地境界付近低木刈込その他業務		収見合-施設部-タイ王女来訪(K裁量)-事業費		0		0		870,480		不二造園土木（株）		A1E31SAT21074		A15000639		A15000639		4/10/15		随意契約		4/30/15		中島　幸一郎		松本　利男		4/24/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研北側敷地境界既存樹木伐採工事		収見合-施設部-樹木伐採経費(K裁量)-工事費		0		0		496,800		不二造園土木（株）		A1E31SATa1074		A15022428		A15022428		10/6/15		随意契約		11/20/15		佐藤　正和		髙橋　誠		11/20/15

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研北側敷地境界既存樹木伐採工事（その2）		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		993,600		不二造園土木（株）		A1E31SA701074		A15042349		A15042349		2/29/16		随意契約		3/28/16		佐藤　正和		髙橋　誠		3/28/16

		-		⑤		環境整備		太田団地草刈　　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		289,440		不二造園土木（株）		A1E51SA212074		A15010228		A15010228		6/22/15		随意契約		10/5/15		菊池　進太郎		榎　香織		10/9/15

		-		⑤		環境整備		太田団地草刈　一式		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		102,400		不二造園土木（株）		A0E51SA512074		A15010246		A15010246		6/22/15		随意契約		10/5/15		菊池　進太郎		江幡　誠		10/9/15

				⑤緑地管理費合計 リョクチ カンリヒ ゴウケイ												50,196,580

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研管理棟駐車場区画線工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		360,450		（株）ミヤモト開発		A0E31SA81106I		A15004500		A15004500		5/12/15		随意契約		5/21/15		中島　幸一郎		髙橋　誠		5/29/15				運営交付金 ウンエイ コウフキン		11,364,030

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研第2低温棟南側駐車場路盤補修その他工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		999,540		(株)カタオカエンジニアリング		A1E31SA70106I		A15042411		A15042411		2/3/16		随意契約		3/24/16		佐藤　正和		髙橋　誠		3/24/16				施設整備 シセツ セイビ		ERROR:#REF!

				⑥		その他修繕費		高エネ研環境整備（テニスコート）改修その他工事		収見合-施設部-機構西側境界ﾌｪﾝｽ経費(K裁量)-工事費		2,664,360		0		0		不二造園土木（株）		A1E31SAT9106I		A15021009		A15036011		10/30/15		一般競争契約		1/28/16		佐藤　正和		髙橋　誠		2/26/16				受託研費 ジュタク ケン ヒ		1,009,800

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研環境整備（テニスコート）改修その他工事		収見合-施設部-機構西側境界ﾌｪﾝｽ経費(K裁量)-工事費		0		0		2,664,360		不二造園土木（株）		A1E31SAT9106I		A15036011				10/30/15		一般競争契約		1/28/16		佐藤　正和		髙橋　誠		2/26/16				収見合 オサム ミアイ		15,357,600

				⑥		その他修繕費		高エネ研環境整備（テニスコート）改修その他工事		収見合-機構共通-運動施設経費(K裁量)-工事費		4,679,640		0		0		不二造園土木（株）		A1E51SAT7106I		A15020152		A15036011		10/30/15		一般競争契約		1/28/16		佐藤　正和		髙橋　誠		2/26/16				合計 ゴウケイ		ERROR:#REF!

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研環境整備（テニスコート）改修その他工事		収見合-機構共通-運動施設経費(K裁量)-工事費		0		0		4,679,640		不二造園土木（株）		A1E51SAT7106I		A15036011				10/30/15		一般競争契約		1/28/16		佐藤　正和		髙橋　誠		2/26/16

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研北側構内周回道路側溝取設工事		受託研費-施設部-構内道路･標示補修(間接･K裁量)-事業費		0		0		421,200		（株）ミヤモト開発		C2E31AkT3106I		A15004962		A15004962		5/13/15		随意契約		6/2/15		中島　幸一郎		髙橋　誠		6/12/15

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研（東海）1号館南側駐車場路面標示工事		受託研費-機構共通-東海C運営費(間接)-物件費		0		0		291,600		東康建設工業（株）		C2E51Ak20106I		A15029824		A15029824		12/8/15		随意契約		1/7/16		中島　幸一郎		山口　陽		1/22/16

		P		⑥		移設撤去		高エネＭＲ・Ｄ７電源棟南側仮設通路仮設外灯撤去工事		運交金-加七-光源運転経費(26・リダ)-共通経費		0		0		237,600		（株）協和エレックス		A0C27XAV22090		A15003078		A15003078		5/7/15		随意契約		5/20/15		中島　幸一郎		長橋　進也		5/29/15

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区等外灯改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		767,880		（株）須藤電気商会		A0E31SA81206F		A15026048		A15026048		1/27/16		随意契約		2/26/16		佐藤　正和		塚本　智		2/26/16

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研県道２１３号側構内外灯用電源改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		2,154,600		（有）森田電気商会		A0E31SA81206F		A15006009		A15006009		6/3/15		随意契約		7/10/15		佐藤　正和		塚本　智		7/10/15

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ﾕｰｻﾞｰ宿泊施設南側車道雨水桝蓋改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		363,960		東康建設工業（株）		A0E31SA82106F		A15011327		A15011327		6/26/15		随意契約		7/16/15		中島　幸一郎		府川　薫		8/21/15

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎811号棟南側雨水管改修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		982,800		(株)カタオカエンジニアリング		A0E51SA51106F		A15006900		A15006900		6/3/15		随意契約		8/26/15		中島　幸一郎		齋木　武		8/26/15

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎201号棟駐車場舗装補修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		270,000		（株）ミヤモト開発		A0E51SA51106F		A15010913		A15010913		6/25/15		随意契約		7/24/15		齋木　武		齋木　武		9/30/15

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員宿舎竹園３丁目他外灯交換工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		862,920		（有）信濃電設		A0E51SA51106F		A15020210		A15020210		9/15/15		随意契約		12/25/15		齋木　武		齋木　武		12/25/15

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201棟通路灯タイマー他交換工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		83,160		（有）信濃電設		A0E51SA51106F		A15020292		A15020292		9/16/15		随意契約		10/16/15		齋木　武		齋木　武		11/30/15

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目外職員宿舎外灯塗装等補修		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		702,000		（株）神山		A0E51SA51106F		A15019670		A15019670		9/16/15		随意契約		11/25/15		齋木　武		齋木　武		12/21/15

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎805号棟駐輪場転倒防止用手摺取設工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		486,000		ツクバメンテナンス（株）		A0E51SA51106F		A15020094		A15020094		9/17/15		随意契約		11/11/15		佐藤　正和		齋木　武		11/11/15

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎806号棟北側舗装改修その他工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		442,800		（株）ミヤモト開発		A0E51SA51106F		A15019934		A15019934		10/2/15		随意契約		11/11/15		佐藤　正和		齋木　武		11/30/15

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（竹園）職員宿舎705棟東側擁壁改修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		974,160		(株)カタオカエンジニアリング		A0E51SA51106F		A15027982		A15027982		1/5/16		随意契約		2/5/16		佐藤　正和		齋木　武		2/5/16

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目725棟付近外灯修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		12,420		（株）須藤電気商会		A0E51SA51106F		A15009006		A15009006		8/28/15		随意契約		1/6/16		齋木　武		齋木　武		1/6/16

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806棟付近外灯水銀灯交換		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		21,600		（有）信濃電設		A0E51SA51106F		A15039858		A15039858		2/24/16		随意契約		2/29/16		齋木　武		齋木　武		3/4/16

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟他外灯立替え補修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		751,680		（有）信濃電設		A0E51SA51106F		A15033861		A15033861		1/28/16		随意契約		3/31/16		齋木　武		齋木　武		3/31/16

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟北側車両通路アスファルト舗装その他工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		998,460		(株)カタオカエンジニアリング		A1E31SA70106F		A15042415		A15042415		2/25/16		随意契約		3/28/16		佐藤　正和		髙橋　誠		3/28/16

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟周辺舗装道路補修その他工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		734,400		（株）ミヤモト開発		A1E31SA70106F		A15042657		A15042657		2/29/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		府川　薫		3/29/16

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研STF棟東側道路補修工事		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		0		0		972,000		（株）ミヤモト開発		A1E31SA70106F		A15042662		A15042662		2/8/16		随意契約		3/25/16		佐藤　正和		府川　薫		3/28/16

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構内東通り外灯改修その他工事		収見合-施設部-エコアイデア(K裁量)-事業費		0		0		3,651,480		（有）信濃電設		A1E31SAT3106F		A15005730		A15005730		6/19/15		一般競争契約		10/2/15		佐藤　正和		瀬谷　憲明		9/30/15

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟付近外灯点灯器具交換修繕		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		0		0		42,120		（有）信濃電設		A1E51SA70106F		A15042009		A15042009		3/15/16		随意契約		3/31/16		齋木　武		齋木　武		3/31/16

		P		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟南側Ｕ字側溝取設工事		運交金-先端-国際科学イノベ拠点(26・リダ)-設備費		0		0		615,600		(株)羽原工務店		A0EAAXAV3106F		A15009692		A15009692		6/12/15		随意契約		7/13/15		佐藤　正和		道園　真一郎		7/30/15

		長 チョウ		⑥		他委託		高エネ研1号館北側駐車場区画線工事		受託研費-施設部-構内道路･標示補修(間接･K裁量)-事業費		0		0		297,000		（株）ミヤモト開発		C2E31AkT31078		A15020348		A15020348		9/17/15		随意契約		10/29/15		佐藤　正和		髙橋　誠		11/27/15

		長 チョウ		⑥		構築物		高エネ研管理棟北側砕石舗装駐車場増設工事（その２）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		874,800		(株)カタオカエンジニアリング		A0E31SA811004		A15000263		A15000263		4/3/15		随意契約		5/18/15		中島　幸一郎		玉盛　絵里香		5/29/15

		長 チョウ		⑥		構築物		高エネ研安全衛生推進室前駐輪場取設工事		収見合-施設部-安衛室駐輪場取設(K裁量)-事業費		0		0		615,600		(株)カタオカエンジニアリング		A1E31SAT41004		A15006242		A15006242		5/21/15		随意契約		8/10/15		中島　幸一郎		髙橋　誠		7/31/15

		-		⑥		他委託		高エネ研（竹園）職員宿舎704棟等試掘調査その他業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		399,600		(株)カタオカエンジニアリング		A0E51SA511078		A15019932		A15019932		11/10/15		随意契約		12/7/15		中島　幸一郎		齋木　武		12/10/15

				⑥校地維持費合計 コウチ イジヒ ゴウケイ												27,731,430

		P		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研受水槽・高置水槽清掃		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,080,000		（株）ダイトー		A0E31BPA1206B		A15005695		A15005695		6/3/15		随意契約		8/31/15		佐藤　正和		丸山　雅史		9/4/15				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		45,124,372

		長 チョウ		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館受水槽他清掃及び水質検査		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		301,320		（株）アトックス　東海営業所		A0E31SA82306B		A15010305		A15010305		6/9/15		随意契約		3/25/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/25/16				先端研究推進費		162,000

		-		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（吾妻・竹園）職員宿舎屋上ドレン清掃業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		231,984		(株）共進工業		A0E51SA51106B		A15000742		A15000742		4/23/15		随意契約		5/28/15		中島　幸一郎		齋木　武		6/5/15				収見合 オサム ミアイ		394,416

		P		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)ニュートリノモニター棟地下２階側溝清掃業務(その２)		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		108,864		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2106B		A15026900		A15026900		12/15/15		随意契約		2/1/16		中島　幸一郎		府川　薫		3/15/16				合計 ゴウケイ		45,680,788

		P		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第3設備棟清掃作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		201,960		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE2306B		A15026420		A15026420		10/16/15		随意契約		12/3/15		中島　幸一郎		礒﨑　操		11/27/15

		長 チョウ		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研研究本館前汚水配管高圧洗浄作業		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		108,000		関彰エンジニアリング（株）		A0E31SA81306B		A15020691		A15020691		9/1/15		随意契約		10/2/15		佐藤　正和		清岡　翔吾		10/2/15

		-		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研給水施設清掃等保守点検（職員宿舎）		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		788,400		（株）ダイトー		A0E51SA51106B		A15000959		A15000959		6/23/15		随意契約		9/30/15		中島　幸一郎		齋木　武		10/2/15

		-		⑦		環境整備		高エネ研吾妻２丁目811棟蜂の巣駆除ほか		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		49,680		高橋興業（株）		A0E51SA511074		A15020113		A15020113		9/14/15		随意契約		9/25/15		齋木　武		齋木　武		9/30/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		 3号館424室居室清掃　一式		運交金-素核研-ILC測定器(一般)-物件費		0		0		151,200		高橋興業（株）		A0A20SAn11074		A15043391		A15043391		3/18/16		随意契約		3/28/16		蛯原　真奈美		藤井　恵介		3/28/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		4号館112号室清掃　一式		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		64,800		高橋興業（株）		A0D13SA091274		A15003259		A15003259		4/10/15		随意契約		4/17/15		久保　篤志		中本　建志		4/17/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		4号館居室清掃　一式		運交金-素核研-低温(一般)-物件費		0		0		124,200		高橋興業（株）		A0A20SAi11074		A15042270		A15042270		3/9/16		随意契約		3/25/16		蛯原　真奈美		槙田　康博		3/25/16

		P		⑦		環境整備		AR北棟実験室床面洗浄ワックス塗布　一式		運交金-放一・二-放射光(一般)-PF共通		0		0		43,200		高橋興業（株）		A0B10SA081074		A15034815		A15034815		1/21/16		随意契約		2/17/16		石本　文子		船守　展正		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		PF研究棟１F渡り廊下他ガラス・壁面清掃　一式		収見合-機構共通-タイ王女来訪(K裁量)-物件費		0		0		97,200		高橋興業（株）		A1E51SAT21074		A15001310		A15001310		4/14/15		随意契約		4/16/15		伊藤　春美		仁井田　長剛		4/17/15

		P		⑦		環境整備		PF光源棟他トイレ清掃　一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		190,080		高橋興業（株）		A0BB1PA031074		A15015234		A15015234		5/1/15		随意契約		7/10/15		岡野　清美		足立　伸一		7/31/15

		P		⑦		環境整備		PF光源棟他トイレ清掃　一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		237,600		高橋興業（株）		A0BB1PA031074		A15035589		A15035589		9/30/15		随意契約		2/4/16		岡野　清美		足立　伸一		2/4/16

		P		⑦		環境整備		PF光源棟他トイレ清掃　一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		95,040		高橋興業（株）		A0BB1PA031074		A15036803		A15036803		2/3/16		随意契約		3/18/16		岡野　清美		足立　伸一		3/18/16

		-		⑦		環境整備		ハウスクリーニング　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		48,600		高橋興業（株）		A1E51SA212074		A15004232		A15004232		4/30/15		随意契約		5/15/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		5/15/15

		-		⑦		環境整備		ハウスクリーニング　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		48,600		高橋興業（株）		A1E51SA212074		A15023709		A15023709		10/13/15		随意契約		10/21/15		菊池　進太郎		榎　香織		10/23/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		ハチ駆除業務　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		64,800		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15016127		A15016127		7/1/15		随意契約		8/3/15		黒井　宗典		黒井　宗典		8/3/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		ハチ駆除業務　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		140,400		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15019351		A15019351		7/30/15		随意契約		9/1/15		黒井　宗典		黒井　宗典		9/1/15

		長 チョウ		⑦		環境整備		ハチ駆除業務　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		81,000		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15022896		A15022896		8/31/15		随意契約		10/1/15		黒井　宗典		黒井　宗典		10/1/15

		P		⑦		環境整備		ハドロン実験ホール床清掃　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		129,600		日本アドバンストテクノロジー（株）		A0F01JAAb1074		A15043280		A15043280		3/17/16		随意契約		3/25/16		横山　由香		武藤　亮太郎		3/25/16

		P		⑦		環境整備		ハドロン実験ホール床清掃　一式		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		0		0		162,000		日本アドバンストテクノロジー（株）		I1F01JAAb1074		A15014121		A15014121		7/29/15		随意契約		8/6/15		澤畠　ひろ美		武藤　亮太郎		8/6/15

		P		⑦		環境整備		ハドロン実験準備棟増築部分日常清掃　一式		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		106,920		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15031909		A15031909		12/17/15		随意契約		3/31/16		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（10月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,443,035		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002611		A15002611		4/1/15		一般競争契約		11/2/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（11月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,433,415		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002613		A15002613		4/1/15		一般競争契約		12/1/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（12月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,463,385		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002614		A15002614		4/1/15		一般競争契約		1/4/16		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（1月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,414,360		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002616		A15002616		4/1/15		一般競争契約		2/1/16		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（2月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,431,565		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002617		A15002617		4/1/15		一般競争契約		3/1/16		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（3月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,495,760		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002618		A15002618		4/1/15		随意契約		3/31/16		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（4月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,472,635		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002603		A15002603		4/1/15		一般競争契約		5/7/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（5月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,437,670		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002604		A15002604		4/1/15		一般競争契約		6/1/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（6月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,455,985		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002606		A15002606		4/1/15		随意契約		7/1/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（7月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,451,360		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002607		A15002607		4/1/15		一般競争契約		8/3/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（8月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,424,720		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002609		A15002609		4/1/15		随意契約		9/1/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（9月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,442,850		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15002610		A15002610		4/1/15		一般競争契約		10/1/15		舟山　広貴		舟山　広貴		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（10月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008163		A15008163		4/1/15		一般競争契約		11/2/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（10月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		376,568		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008163		A15008163		4/1/15		一般競争契約		11/2/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（11月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008165		A15008165		4/1/15		一般競争契約		12/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（11月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		376,568		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008165		A15008165		4/1/15		一般競争契約		12/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（12月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008166		A15008166		4/1/15		一般競争契約		1/4/16		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（12月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		376,568		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008166		A15008166		4/1/15		一般競争契約		1/4/16		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（1月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008168		A15008168		4/1/15		一般競争契約		2/1/16		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（1月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		376,568		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008168		A15008168		4/1/15		一般競争契約		2/1/16		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（2月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008169		A15008169		4/1/15		随意契約		3/1/16		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（2月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		376,568		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008169		A15008169		4/1/15		随意契約		3/1/16		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（3月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008170		A15008170		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（3月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		376,568		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008170		A15008170		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（４月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15007979		A15007979		4/1/15		一般競争契約		5/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（４月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		345,074		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15007979		A15007979		4/1/15		一般競争契約		5/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（5月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008158		A15008158		4/1/15		一般競争契約		6/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（5月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		345,074		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008158		A15008158		4/1/15		一般競争契約		6/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（6月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008159		A15008159		4/1/15		一般競争契約		7/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（6月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		345,074		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008159		A15008159		4/1/15		一般競争契約		7/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（7月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008160		A15008160		4/1/15		一般競争契約		8/3/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（7月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		345,074		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008160		A15008160		4/1/15		一般競争契約		8/3/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（8月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008161		A15008161		4/1/15		一般競争契約		9/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（8月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		351,416		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008161		A15008161		4/1/15		一般競争契約		9/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（9月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		518,926		高橋興業（株）		A0E41SA122274		A15008162		A15008162		4/1/15		一般競争契約		10/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（9月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		376,568		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15008162		A15008162		4/1/15		一般競争契約		10/1/15		菊池　進太郎		江幡　誠		3/31/16

		P		⑦		環境整備		高エネ研（東海）ﾆｭｰﾄﾘﾉﾓﾆﾀｰ棟地下２階側溝清掃業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		108,864		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JAE21074		A15013353		A15013353		7/14/15		随意契約		9/3/15		佐藤　正和		府川　薫		9/30/15

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務　一式　12月分		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		15,120		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006856		A15006856		4/1/15		随意契約		1/4/16		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務　一式（10月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		16,740		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006854		A15006854		4/1/15		随意契約		11/2/15		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務　一式（11月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		12,960		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006855		A15006855		4/1/15		随意契約		12/1/15		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務　一式（1月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		15,120		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006857		A15006857		4/1/15		随意契約		2/1/16		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		-		⑦		環境整備		太田団地Ｂ棟仮眠室清掃業務　一式（2月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		15,120		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006858		A15006858		4/1/15		随意契約		3/1/16		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		-		⑦		環境整備		太田団地Ｂ棟仮眠室清掃業務　一式（3月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		17,280		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006859		A15006859		4/1/15		随意契約		3/31/16		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		-		⑦		環境整備		太田団地Ｂ棟仮眠室清掃業務　一式（4月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		15,120		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006845		A15006845		4/1/15		随意契約		5/1/15		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務　一式（5月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,580		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006846		A15006846		4/1/15		随意契約		6/1/15		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務　一式（6月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		17,280		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006847		A15006847		4/1/15		随意契約		7/1/15		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務　一式（7月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		16,740		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006851		A15006851		4/1/15		随意契約		8/3/15		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務　一式（8月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		15,120		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006852		A15006852		4/1/15		随意契約		9/1/15		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		-		⑦		環境整備		太田団地B棟仮眠室清掃業務　一式（9月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		15,120		高橋興業（株）		A0F01JAE31074		A15006853		A15006853		4/1/15		随意契約		10/1/15		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		体育館1F床面清掃業務　一式		収見合-機構共通-運動施設経費(K裁量)-工事費		0		0		200,016		高橋興業（株）		A1E51SAT71074		A15028815		A15028815		12/10/15		随意契約		1/4/16		伊藤　春美		志村　利夫		1/4/16

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（10月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		78,732		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15025553		A15025553		4/1/15		随意契約		11/4/15		岡野　清美		足立　伸一		10/30/15

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（11月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		61,236		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15029316		A15029316		4/1/15		随意契約		12/4/15		大橋　康代		足立　伸一		11/30/15

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（12月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		69,984		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15032602		A15032602		4/1/15		随意契約		1/7/16		岡野　清美		足立　伸一		1/7/16

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（1月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		34,992		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15037278		A15037278		4/1/15		随意契約		2/4/16		岡野　清美		足立　伸一		2/5/16

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（2月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		34,992		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15040945		A15040945		4/1/15		随意契約		3/1/16		岡野　清美		足立　伸一		3/1/16

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（4月分）　一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		17,496		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15003874		A15003874		4/1/15		随意契約		5/7/15		大橋　康代		足立　伸一		4/30/15

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（5月分）　一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		0		0		69,984		テスコ（株）		A0B10PA021174		A15008320		A15008320		4/1/15		随意契約		6/1/15		大橋　康代		足立　伸一		6/3/15

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（6月分） 一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		78,732		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15012435		A15012435		4/1/15		随意契約		7/1/15		大橋　康代		足立　伸一		6/30/15

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（7月分） 一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		17,496		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15015628		A15015628		4/1/15		随意契約		8/3/15		大橋　康代		足立　伸一		8/5/15

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（8月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		17,496		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15018866		A15018866		4/1/15		随意契約		9/1/15		大橋　康代		足立　伸一		9/1/15

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（9月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		34,992		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15022136		A15022136		4/1/15		随意契約		10/5/15		大橋　康代		足立　伸一		9/30/15

		P		⑦		環境整備		放射光研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（3月分） 一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		52,488		テスコ（株）		A0B10PA021074		A15044467		A15044467		3/1/16		随意契約		3/31/16		石本　文子		足立　伸一		3/31/16

				⑦清掃費合計 セイソウ ヒ ゴウケイ												45,680,788

		長 チョウ		⑧		他委託		構内警備業務（つくばキャンパス）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		45,904,320		東京警備保障（株）		A0E41SA122678		A15003332		A15003332		4/1/15		一般競争契約		3/31/16		舟山　広貴		五百川　裕弥		3/31/16				運営交付金 ウンエイコウフキン		48,870,000

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		751,680		新安全警備保障（株）		A0E41SA122678		A15006734		A15006734		4/1/15		随意契約		3/31/16		菊池　進太郎		榎本　光一郎		3/31/16				合計 ゴウケイ		48,870,000

		長 チョウ		⑧		他委託		構内外巡回警備業務　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		2,214,000		東京警備保障（株）		A0E41SA122678		A15022738		A15022738		10/7/15		随意契約		2/3/16		黒井　宗典		五百川　裕弥		2/5/16

				⑧警備費合計 ケイビ ヒ ゴウケイ												48,870,000

		長 チョウ		⑨		電力		平成27年度東京連絡所における費用負担額　　一式		運交金-管理局-施設部(一般)-東京連絡所		0		0		21,180		大学共同利用機関法人　情報・システム研究機構		A0E41SA101150		A15010954		A15010954		6/29/15		随意契約		1/25/16		小林　利弘		鈴木　英史		3/31/16				運営交付金 ウンエイ コウフキン		1,469,765,004

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（4月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,668,083		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15002740		A15002740		4/1/15		随意契約		4/20/15		伊藤　春美		伊藤　春美		6/30/15				収見合 オサム ミアイ		56,192,170

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（4月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		4,983		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005118		A15005118		4/1/15		随意契約		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16				共同研 キョウドウ ケン		643,289

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（4月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		2,033,690		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15006054		A15006054		4/1/15		随意契約		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16				受託研費 ジュタク ケン ヒ		16,582,639

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（5月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,260,183		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15006655		A15006655		4/1/15		随意契約		5/20/15		伊藤　春美		伊藤　春美		6/30/15				雑収入 ザツ シュウニュウ		17,614,016

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（5月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		4,999		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005353		A15005353		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16				先端研究推進費		3,558,643,744

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,696,523		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15010173		A15010173		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16				その他 ホカ		34,193,862

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（6月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,199,775		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15010982		A15010982		4/1/15		随意契約		6/23/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16						5,153,634,724

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（6月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		4,713		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005356		A15005356		4/1/15		随意契約		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（6月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,826,454		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15013713		A15013713		4/1/15		随意契約		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

				⑨		電力		電気料（7月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		1,228,266		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15013953		A15014817		4/1/15		随意契約		7/21/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（7月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,228,266		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15014817				4/1/15		随意契約		7/21/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（7月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		4,399		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005358		A15005358		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（7/16～7/31）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		743,234		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SA205050		A15010882		A15010882		4/1/15		随意契約		8/17/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,215,806		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15017045		A15017045		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（8月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,327,544		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SA205050		A15013955		A15013955		4/1/15		随意契約		9/8/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（8月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		4,181		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005361		A15005361		4/1/15		随意契約		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（8月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		947,577		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15020680		A15020680		4/1/15		随意契約		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（9月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,963		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005366		A15005366		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,884,835		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15023882		A15023882		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

				⑨		電力		電気料（9月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		1,144,481		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15013957		A15024486		4/1/15		随意契約		10/8/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（9月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,144,481		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SA205050		A15024486				4/1/15		随意契約		10/8/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

				⑨		電力		電気料（10月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		920,032		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15013958		A15026616		11/12/15		随意契約		11/12/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（10月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,929		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005368		A15005368		4/1/15		随意契約		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（10月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		920,032		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SA205050		A15026616				11/12/15		随意契約		11/12/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（10月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		83,533,502		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15027661		A15027661		4/1/15		随意契約		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（11月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,040,997		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SA205050		A15013959		A15013959		4/1/15		随意契約		12/8/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（11月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,970		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005370		A15005370		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		146,684,699		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15031289		A15031289		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（12月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,970		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005374		A15005374		4/1/15		随意契約		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

				⑨		電力		電気料（12月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		1,344,290		0		0		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SA205050		A15013961		A15033837		4/1/15		随意契約		1/15/16		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（12月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,344,290		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SA205050		A15033837				4/1/15		随意契約		1/15/16		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（12月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		129,547,218		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15035199		A15035199		4/1/15		随意契約		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（1月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,929		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005378		A15005378		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

				⑨		電力		電気料（1月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		1,559,442		0		0		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SA205050		A15013962		A15037507		4/1/15		随意契約		2/8/16		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（1月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,559,447		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SA205050		A15037507				4/1/15		随意契約		2/8/16		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		78,047,591		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15039160		A15039160		4/9/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（2月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,861		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005380		A15005380		4/1/15		随意契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

				⑨		電力		電気料（2月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		1,512,482		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15013963		A15042831		5/18/15		一般競争契約		3/8/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（2月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,512,482		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15042831				5/18/15		一般競争契約		3/8/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（2月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		130,155,735		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15043540		A15043540		4/9/15		随意契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

				⑨		電力		電気料（3月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		1,345,718		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15013964		A15044529		4/1/15		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（3月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,345,718		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15044529				4/1/15		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（3月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,759		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15005381		A15005381		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		229,684,641		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA205050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（4月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		75,162		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000762		A15000762		4/1/15		随意契約		4/22/15		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（5月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		71,103		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000764		A15000764		4/1/15		随意契約		5/22/15		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（6月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		70,175		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000765		A15000765		4/1/15		随意契約		6/22/15		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（7月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		69,893		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000767		A15000767		4/1/15		随意契約		7/22/15		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（8月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		68,113		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000768		A15000768		4/1/15		随意契約		8/21/15		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（9月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		66,596		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000769		A15000769		4/1/15		随意契約		9/24/15		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（10月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		69,057		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000771		A15000771		4/1/15		随意契約		10/22/15		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（11月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		66,097		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000772		A15000772		4/1/15		随意契約		11/20/15		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（12月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		65,464		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000773		A15000773		4/1/15		随意契約		12/21/15		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（1月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		66,730		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000774		A15000774		4/1/15		随意契約		1/21/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（2月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		66,789		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000775		A15000775		4/1/15		随意契約		2/22/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（3月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		65,029		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA511050		A15000776		A15000776		4/1/15		随意契約		3/23/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料(4月分)太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		6,148		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		427772				4/27/15

		-		⑨		電力		電気料(5月分)太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		5,339		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		430436				5/25/15

		-		⑨		電力		電気料（6月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		4,754		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15010261		A15010261		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（7月分）太田団地共用棟		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		4,617		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15010312		A15014639		4/1/15		随意契約		7/27/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（7月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		4,617		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15014639				4/1/15		随意契約		7/27/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（8月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		5,015		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15010897		A15010897		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（9月分）太田団地共用棟（A棟分）　一式		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		4,323		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15010315		A15021256		4/1/15		随意契約		9/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（9月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		4,323		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15021256				4/1/15		随意契約		9/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑨		電力		電気料（10月分）太田団地共用棟		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		5,256		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15010316		A15024884		4/1/15		随意契約		10/29/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（10月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		5,256		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15024884				4/1/15		随意契約		10/29/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（11月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		4,922		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15029080				4/1/15		随意契約		11/26/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（12月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		5,052		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15010319		A15031963		4/1/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（12月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		5,052		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15031963				4/1/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑨		電力		電気料（1月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		5,694		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15010321		A15035264		4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（1月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		5,694		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15035264				4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（2月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		4,899		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15010323		A15040089		4/1/15		随意契約		2/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（2月分）太田団地共用灯		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		4,899		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15040089				4/1/15		随意契約		2/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（3月分）太田団地共用棟　一式		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		4,526		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15022542		A15044174		4/1/15		随意契約		3/28/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（3月分）太田団地共用灯　一式		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		0		0		4,526		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SA512050		A15044174				4/1/15		随意契約		3/28/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（3月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		18,261		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		0000427412-02				4/27/15

		-		⑨		電力		電気料（4月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,961		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15008780				4/1/15		随意契約		5/25/15		尾田　和正		尾田　和正		3/31/16

				⑨		電力		電気料（6月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		4,660		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15010265		A15011300		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（6月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		10,017		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15010281		A15011300		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（6月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,677		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15011300				4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（7月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		4,593		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15010894		A15014638		4/1/15		随意契約		7/27/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（7月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		9,378		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15012392		A15014638		4/1/15		随意契約		7/27/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（7月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		13,971		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15014638				4/1/15		随意契約		7/27/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（8月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		17,475		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15011314		A15011314		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（9月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		10,618		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15012400		A15021258		4/1/15		随意契約		9/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑨		電力		電気料（9月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		5,697		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15011106		A15021258		4/1/15		随意契約		9/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（9月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		16,315		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15021258				4/1/15		随意契約		9/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑨		電力		電気料（10月分）太田団地Ｂ・Ｃ棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		11,066		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15012401		A15024902		4/1/15		随意契約		10/29/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（10月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		6,064		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15011107		A15024902		4/1/15		随意契約		10/29/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（10月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		17,130		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15024902				4/1/15		随意契約		10/29/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		4,536		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15011108		A15028153		4/1/15		随意契約		11/26/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8,717		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15012402		A15028153		4/1/15		随意契約		11/26/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		13,253		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15028153				4/1/15		随意契約		11/26/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（12月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8,270		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15012403		A15031996		4/1/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（12月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		2,992		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15011109		A15031996		4/1/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（12月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		12,515		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15031996				4/1/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（1月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		4,251		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15011110		A15035265		4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（1月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		10,568		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15012405		A15035265		4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（1月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,819		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15035265				4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（2月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		10,355		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15012406		A15040098		4/1/15		随意契約		2/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（2月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		4,706		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15011111		A15040098		4/1/15		随意契約		2/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（2月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		15,061		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15040098				4/1/15		随意契約		2/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（3月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		5,468		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15044355		A15044364		3/30/16		随意契約		3/28/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑨		電力		電気料（3月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7,621		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15021446		A15044364		3/30/16		随意契約		3/28/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（3月分）太田団地B・C棟　一式		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		13,089		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JAE31050		A15044364				3/30/16		随意契約		3/28/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（4月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		43,300		茨城県		A0F01JAE31050		A15006548		A15006548		4/1/15		随意契約		5/26/15		伊藤　春美		榎　香織		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（5月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		40,300		茨城県		A0F01JAE31050		A15006552		A15006552		4/1/15		随意契約		7/16/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（6月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		51,600		茨城県		A0F01JAE31050		A15006553		A15006553		4/1/15		随意契約		8/17/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（7月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		50,700		茨城県		A0F01JAE31050		A15006554		A15006554		4/1/15		随意契約		9/8/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（8月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		60,900		茨城県		A0F01JAE31050		A15006555		A15006555		4/1/15		随意契約		9/17/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（9月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		34,200		茨城県		A0F01JAE31050		A15006556		A15006556		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（10月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		36,600		茨城県		A0F01JAE31050		A15006557		A15006557		4/1/15		随意契約		11/24/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（11月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		24,400		茨城県		A0F01JAE31050		A15006558		A15006558		4/1/15		随意契約		2/2/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（12月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		31,100		茨城県		A0F01JAE31050		A15006559		A15006559		4/1/15		随意契約		2/2/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（1月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		44,200		茨城県		A0F01JAE31050		A15006560		A15006560		4/1/15		随意契約		3/8/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（2月分）　一式		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		55,500		茨城県		A0F01JAE31050		A15006561		A15006561		4/1/15		随意契約		3/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（3月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		60,300		茨城県		A0F01JAE31050		A15006562		A15006562		3/31/16		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料(4月)		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		469,150		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		430397				5/18/15

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（5月分）　		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		391,895		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15006084		A15006084		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（6月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		458,668		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15006080		A15006080		4/1/15		随意契約		7/22/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（7月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		501,039		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15013767		A15013767		4/1/15		随意契約		8/14/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（8月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		550,513		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15022022		A15022022		4/1/15		随意契約		9/11/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（9月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		427,054		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15022026		A15022026		4/1/15		随意契約		10/22/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（10月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		401,465		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15022029		A15022029		4/1/15		随意契約		11/16/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（11月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		425,384		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15022030		A15022030		4/1/15		随意契約		12/17/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（12月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		465,228		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15022032		A15022032		4/1/15		随意契約		1/20/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（1月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		558,235		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15022033		A15022033		4/1/15		随意契約		2/23/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（2月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		566,336		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15022035		A15022035		4/1/15		随意契約		3/14/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（3月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		541,521		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31050		A15022036		A15022036		3/31/16		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（3月分）		収見合-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		40,622,557		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA105050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（4月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		312,282		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15006054		A15006054		4/1/15		随意契約		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		253,025		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15010173		A15010173		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（6月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		299,331		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15013713		A15013713		4/1/15		随意契約		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		168,816		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15017045		A15017045		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（8月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		186,133		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15020680		A15020680		4/1/15		随意契約		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		239,979		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15023882		A15023882		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（10月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		299,574		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15027661		A15027661		4/1/15		随意契約		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		349,491		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15031289		A15031289		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（12月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		569,272		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15035199		A15035199		4/1/15		随意契約		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		686,015		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15039160		A15039160		4/9/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（2月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		654,503		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15043540		A15043540		4/9/15		随意契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		446,116		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA204050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（4月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		648,378		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15002740		A15002740		4/1/15		随意契約		4/20/15		伊藤　春美		伊藤　春美		6/30/15

		-		⑨		電力		電気料（5月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		503,660		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15006655		A15006655		4/1/15		随意契約		5/20/15		伊藤　春美		伊藤　春美		6/30/15

		-		⑨		電力		電気料（6月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		460,336		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15010982		A15010982		4/1/15		随意契約		6/23/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

				⑨		電力		電気料（7月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		471,900		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15010884		A15014817		4/1/15		随意契約		7/21/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（7月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		471,900		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15014817				4/1/15		随意契約		7/21/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（7/16～7/31）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		213,076		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SA211050		A15010882		A15010882		4/1/15		随意契約		8/17/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（8月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		376,942		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SA211050		A15013955		A15013955		4/1/15		随意契約		9/8/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（9月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		343,163		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SA211050		A15024486				4/1/15		随意契約		10/8/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

				⑨		電力		電気料（10月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		431,240		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15010887		A15026616		11/12/15		随意契約		11/12/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（10月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		431,240		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SA211050		A15026616				11/12/15		随意契約		11/12/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（11月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		495,420		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SA211050		A15013959		A15013959		4/1/15		随意契約		12/8/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

				⑨		電力		電気料（12月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		456,078		0		0		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SA211050		A15010891		A15033837		4/1/15		随意契約		1/15/16		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（12月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		456,078		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SA211050		A15033837				4/1/15		随意契約		1/15/16		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

				⑨		電力		電気料（1月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		578,685		0		0		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SA211050		A15010892		A15037507		4/1/15		随意契約		2/8/16		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（1月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		578,680		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SA211050		A15037507				4/1/15		随意契約		2/8/16		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（2月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		546,621		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15042831				5/18/15		一般競争契約		3/8/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（3月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		553,983		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15021441		A15044529		4/1/15		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（3月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		553,983		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15044529				4/1/15		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

				⑨		電力		電気料（9月分）東海ドミトリー		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		343,163		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15010886		A15024486		4/1/15		随意契約		10/8/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

				⑨		電力		電気料（2月分）　東海ドミトリー		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		546,621		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA211050		A15010893		A15042831		5/18/15		一般競争契約		3/8/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料(4月分)太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		18,998		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		427772				4/27/15

		-		⑨		電力		電気料(5月分)太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		16,166		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		430436				5/25/15

		-		⑨		電力		電気料（6月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		14,772		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15010261		A15010261		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（7月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		14,044		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15010895		A15014639		4/1/15		随意契約		7/27/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（7月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		14,044		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15014639				4/1/15		随意契約		7/27/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（8月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		16,216		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15010897		A15010897		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（9月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		14,444		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15010905		A15021256		4/1/15		随意契約		9/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（9月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		14,444		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15021256				4/1/15		随意契約		9/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑨		電力		電気料（10月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		17,235		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15010908		A15024884		4/1/15		随意契約		10/29/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（10月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		17,235		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15024884				4/1/15		随意契約		10/29/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（11月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		15,957		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15029080				4/1/15		随意契約		11/26/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（12月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		16,086		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15010911		A15031963		4/1/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（12月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		16,086		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15031963				4/1/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑨		電力		電気料（1月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		18,035		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15011310		A15035264		4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（1月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		18,035		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15035264				4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（2月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		15,412		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15011313		A15040089		4/1/15		随意契約		2/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（2月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		15,412		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15040089				4/1/15		随意契約		2/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（3月分）太田団地共用灯		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		13,930		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15021442		A15044174		4/1/15		随意契約		3/28/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（3月分）太田団地共用灯　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		13,930		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15044174				4/1/15		随意契約		3/28/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（4月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		474		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15008780				4/1/15		随意契約		5/25/15		尾田　和正		尾田　和正		3/31/16

				⑨		電力		電気料（6月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		4,267		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15010265		A15011300		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（6月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,267		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15011300				4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（7月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		3,269		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15010894		A15014638		4/1/15		随意契約		7/27/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（7月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		3,269		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15014638				4/1/15		随意契約		7/27/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（8月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		3,162		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15011314		A15011314		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（9月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		1,853		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15012142		A15021258		4/1/15		随意契約		9/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（9月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		1,853		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15021258				4/1/15		随意契約		9/25/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑨		電力		電気料（10月分）太田団地Ｂ・Ｃ棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		3,256		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15012401		A15024902		4/1/15		随意契約		10/29/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（10月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		3,256		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15024902				4/1/15		随意契約		10/29/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（11月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		3,686		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15012145		A15028153		4/1/15		随意契約		11/26/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（11月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		3,686		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15028153				4/1/15		随意契約		11/26/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（12月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		7,580		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15012147		A15031996		4/1/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（12月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		6,327		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15031996				4/1/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（1月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		6,414		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15012151		A15035265		4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（1月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		6,414		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15035265				4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑨		電力		電気料（2月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		11,584		0		0		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15012152		A15040098		4/1/15		随意契約		2/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（2月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		11,584		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15040098				4/1/15		随意契約		2/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（3月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,096		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA212050		A15044507		A15044507		4/1/15		随意契約		3/1/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（11月分）太田団地B201		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		1,501		東京電力㈱　（窓口払）		A1E51SA212050		A15027980		A15027980		4/1/15		随意契約		12/1/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（12月分）太田団地B201		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,802		東京電力㈱　（窓口払）		A1E51SA212050		A15031865		A15031865		12/25/15		随意契約		12/25/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（4月分）　みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		179,001		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		428523				5/7/15

		-		⑨		電力		電気料（5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		140,464		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		430429				6/2/15

		-		⑨		電力		電気料（6月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		149,313		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15010274		A15010274		4/1/15		随意契約		7/2/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（7月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		151,696		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15012341		A15012341		4/1/15		随意契約		8/3/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（8月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		130,672		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15012344		A15012344		9/1/15		随意契約		9/1/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（9月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		107,875		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15012346		A15012346		4/1/15		随意契約		10/2/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（10月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		112,566		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15012348		A15012348		4/1/15		随意契約		11/4/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		109,414		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15012349		A15012349		4/1/15		随意契約		12/3/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（12月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		124,758		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15012350		A15012350		4/1/15		随意契約		1/5/16		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		174,976		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15012351		A15012351		4/1/15		随意契約		2/2/16		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（2月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		201,407		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15012352		A15012352		4/1/15		随意契約		3/3/16		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		-		⑨		電力		電気料（3月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		196,251		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA213050		A15021445		A15021445		4/1/15		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		収見合-機構共通-施設利用料-高度化課金		0		0		3,003,220		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SA982050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		共同研-機構共通-運営共通経費-光熱水料		0		0		227,182		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C1E5120151050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		共同研-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		0		0		416,107		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C1E51Ak010250		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		受託研費-機構共通-一般管理費[15D08 分子動画]-光熱水料		0		0		16,986		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C2E51AI115050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		受託研費-機構共通-一般管理費[15D22 スパコン]-光熱水料		0		0		24,437		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C2E51AI125050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		受託研費-機構共通-一般管理費[15D39 ポスト京]-光熱水料		0		0		1,089		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C2E51AI145050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		受託研費-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		0		0		16,540,127		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C2E51Ak010250		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		雑収入-機構共通-[助]科研間接・機構共通-光熱水料		0		0		9,686,712		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		CCE51Aj010250		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		雑収入-機構共通-科研間接・機構共通-光熱水料		0		0		6,284,206		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		CCE51Ak010250		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		雑収入-機構共通-その他収入-光熱水料		0		0		1,643,098		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		CCE51Az010150		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（10月分）		その他補助金等-放二-15H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		0		0		2,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH010750		A15027661		A15027661		4/1/15		随意契約		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（11月分）		その他補助金等-放二-15H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		0		0		2,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH010750		A15031289		A15031289		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（12月分）		その他補助金等-放二-15H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		0		0		2,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH010750		A15035199		A15035199		4/1/15		随意契約		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（1月分）		その他補助金等-放二-15H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		0		0		2,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH010750		A15039160		A15039160		4/9/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（2月分）		その他補助金等-放二-15H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		0		0		12,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH010750		A15043540		A15043540		4/9/15		随意契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		その他補助金等-放二-15H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		0		0		3,685,275		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH010750		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（10月分）		その他補助金等-放二-15H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		1,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH031550		A15027661		A15027661		4/1/15		随意契約		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（11月分）		その他補助金等-放二-15H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		1,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH031550		A15031289		A15031289		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（12月分）		その他補助金等-放二-15H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		1,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH031550		A15035199		A15035199		4/1/15		随意契約		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（1月分）		その他補助金等-放二-15H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		1,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH031550		A15039160		A15039160		4/9/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（2月分）		その他補助金等-放二-15H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		2,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH031550		A15043540		A15043540		4/9/15		随意契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		その他補助金等-放二-15H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		2,630,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH031550		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（1月分）		その他補助金等-放二-15H09 人材育成･ﾅﾉﾃｸCUPAL･足立-光熱水費		0		0		400,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH091250		A15039160		A15039160		4/9/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（2月分）		その他補助金等-放二-15H09 人材育成･ﾅﾉﾃｸCUPAL･足立-光熱水費		0		0		406,400		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH091250		A15043540		A15043540		4/9/15		随意契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		その他補助金等-放二-15H09 人材育成･ﾅﾉﾃｸCUPAL･足立-光熱水費		0		0		1,072,187		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12AH091250		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（4月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		119,530,371		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15006054		A15006054		4/1/15		随意契約		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		164,354,909		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15010173		A15010173		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（6月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		181,790,923		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15013713		A15013713		4/1/15		随意契約		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		59,806,182		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15017045		A15017045		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（8月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		42,040,834		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15020680		A15020680		4/1/15		随意契約		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		111,559,483		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15023882		A15023882		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（10月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		84,271,320		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15027661		A15027661		4/1/15		随意契約		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		103,261,137		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15031289		A15031289		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（12月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		96,444,595		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15035199		A15035199		4/1/15		随意契約		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		91,253,501		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15039160		A15039160		4/9/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（2月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		231,162,774		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15043540		A15043540		4/9/15		随意契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		0		0		152,705,682		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BA205050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（10月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J推)-電気料		0		0		15,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51JA205050		A15027661		A15027661		4/1/15		随意契約		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J推)-電気料		0		0		15,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51JA205050		A15031289		A15031289		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（12月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J推)-電気料		0		0		15,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51JA205050		A15035199		A15035199		4/1/15		随意契約		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J推)-電気料		0		0		10,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51JA205050		A15039160		A15039160		4/9/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J推)-電気料		0		0		3,814,761		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51JA205050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（4月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		0		0		82,783,298		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PA205050		A15006054		A15006054		4/1/15		随意契約		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		0		0		117,997,415		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PA205050		A15010173		A15010173		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（6月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		0		0		129,011,926		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PA205050		A15013713		A15013713		4/1/15		随意契約		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		0		0		32,755,789		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PA205050		A15017045		A15017045		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（8月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		0		0		23,518,842		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PA205050		A15020680		A15020680		4/1/15		随意契約		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		0		0		62,214,239		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PA205050		A15023882		A15023882		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（10月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		0		0		41,049,789		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PA205050		A15027661		A15027661		4/1/15		随意契約		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（2月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		0		0		8,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PA205050		A15043540		A15043540		4/9/15		随意契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		0		0		7,101,796		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PA205050		A15044560		A15044560		3/31/16		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（4月分）　一式		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		0		0		281,071,564		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15006185		A15006185		4/1/15		随意契約		5/1/15		大久保　君美子		小林　利弘		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（5月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		0		0		309,602,096		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15010410		A15010410		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（6月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		0		0		307,461,197		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15010411		A15010411		4/1/15		随意契約		7/22/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（7月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		0		0		41,546,342		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15013833		A15013833		4/1/15		随意契約		8/21/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（8月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		0		0		41,344,065		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15013834		A15013834		4/1/15		随意契約		9/11/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（9月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		0		0		44,464,576		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15021986		A15021986		4/1/15		随意契約		10/22/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（10月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		0		0		183,352,972		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15021987		A15021987		4/1/15		随意契約		11/16/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（11月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		0		0		281,383,041		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15021989		A15021989		12/17/15		随意契約		12/17/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/15/16

				⑨		電力		J-PARC電気料（12月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		66,988,325		0		0		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15021992		A15037618		12/25/15		随意契約		1/14/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（12月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		0		0		66,988,325		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE13050		A15037618				12/25/15		随意契約		1/14/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

				⑨		電力		J-PARC電気料（12月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		146,740,686		0		0		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE13050		A15021994		A15037618		12/25/15		随意契約		1/14/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（12月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		146,740,686		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE13050		A15037618				12/25/15		随意契約		1/14/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（1月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		111,059,575		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE13050		A15021995		A15021995		4/1/15		随意契約		2/23/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（2月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		194,894,001		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE13050		A15021996		A15021996		4/1/15		随意契約		3/14/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（3月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		186,094,235		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE13050		A15021998		A15021998		4/1/15		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

				⑨電気代合計 デンキダイ ゴウケイ												5,153,634,724

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		1,885,871		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA207052		A15028213		A15028213		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16				運営交付金 ウンエイ コウフキン		8,930,451

		P		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-上水道料		0		0		1,773,834		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA207052		A15028213		A15028213		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16				先端研究推進費 センタン ケンキュウ スイシン ヒ		32,140,805

		P		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-上水道料		0		0		1,209,504		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA207052		A15028213		A15028213		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16				収見合 オサム ミアイ		4,508,901

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		1,303,537		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA207052		A15035438		A15035438		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16				合計 ゴウケイ		45,580,157

		P		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-上水道料		0		0		1,926,814		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA207052		A15035438		A15035438		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-上水道料		0		0		975,306		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA207052		A15035438		A15035438		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

				⑩		上水道		上水道料（4、5月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		150411		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA207052		A15010981		A15011144		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（4、5月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		150,411		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA207052		A15011144				4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（6、7月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		139,741		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA207052		A15010986		A15010986		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		江幡　誠		3/31/16

				⑩		上水道		上水道料（8、9月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		44081		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA207052		A15022399		A15024675		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		44,081		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA207052		A15024675				4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑩		上水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		47228		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA207052		A15022402		A15030762		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		47,228		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA207052		A15030762				4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑩		上水道		上水道料（12、1月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		77158		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA207052		A15022405		A15038533		4/1/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		38,789		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA207052		A15038533				4/1/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（1月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		0		0		111,811		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE15052		A15013828		A15013828		4/1/15		随意契約		2/23/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（2月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		0		0		153,089		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE15052		A15013829		A15013829		4/1/15		随意契約		3/14/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（3月分）		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		0		0		92,079		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE15052		A15013830		A15013830		4/1/15		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料(4月)		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		9,181		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		430397				5/18/15

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（5月分）　		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		7,110		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15006084		A15006084		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（6月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		9,183		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15006080		A15006080		4/1/15		随意契約		7/22/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（7月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		6,834		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15013767		A15013767		4/1/15		随意契約		8/14/15		澤畠　ひろ美		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（9月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		7,596		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15022026		A15022026		4/1/15		随意契約		10/22/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（10月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		9,295		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15022029		A15022029		4/1/15		随意契約		11/16/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（11月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		8,648		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15022030		A15022030		4/1/15		随意契約		12/17/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（12月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		8,686		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15022032		A15022032		4/1/15		随意契約		1/20/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（1月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		8,532		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15022033		A15022033		4/1/15		随意契約		2/23/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（2月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		8,281		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15022035		A15022035		4/1/15		随意契約		3/14/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（3月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		7,593		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JAE31052		A15022036		A15022036		3/31/16		随意契約		3/31/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

				⑩		上水道		上下水道料（4・5月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8196		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15010273		A15011236		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑩		上水道		上水道料（4・5月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8196		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15010285		A15011236		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		上水道		上下水道料（4・5月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		16,392		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15011236				4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		上水道		上下水道料（6、7月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		16,392		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15012202		A15012202		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

				⑩		上水道		上水道料（8・9月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8196		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15012446		A15024658		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑩		上水道		上水道料（8・9月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8196		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15012204		A15024658		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		上水道		上水道料（8・9月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		16,392		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15024658				4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑩		上水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8196		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15028021		A15030797		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑩		上水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8196		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15012449		A15030797		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑩		上水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		16,392		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15030797				4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑩		上水道		上水道料（12、1月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8196		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15028022		A15038522		4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑩		上水道		上水道料（12・1月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8196		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15012450		A15038522		4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		上水道		上水道料（12、1月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		16,392		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31052		A15038522				4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		上水道		上水道料（4.5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		262,916		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204052		A15008467		A15008467		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		353,495		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204052		A15015517		A15015517		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		264,746		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204052		A15021887		A15021887		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		458,431		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204052		A15028213		A15028213		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		300,967		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204052		A15035438		A15035438		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		365,789		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204052		A15044536		A15044536		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

				⑩		上水道		上水道料（8、9月分）東海1号館		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		74729		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211052		A15022399		A15024675		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑩		上水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		74,729		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211052		A15024675				4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑩		上水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		147301		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211052		A15021433		A15030762		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑩		上水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		147,301		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211052		A15030762				4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑩		上水道		上下水道料（12・1月分）ドミトリー		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		48014		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211052		A15021435		A15038533		4/1/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑩		上水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		86,383		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211052		A15038533				4/1/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑩		上水道		上下水道料（6、7月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,732		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212052		A15012202		A15012202		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

				⑩		上水道		上水道料（8・9月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		2732		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212052		A15012204		A15024658		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		上水道		上水道料（8・9月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,732		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212052		A15024658				4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑩		上水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		4780		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212052		A15012205		A15030797		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑩		上水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,780		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212052		A15030797				4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑩		上水道		上水道料（12・1月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		5464		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212052		A15012206		A15038522		4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		上水道		上水道料（12、1月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		5,464		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212052		A15038522				4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑩		上水道		上水道料（4・5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		53085		0		0		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		A15010279		A15011678		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		上水道		上下水道料（4・5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		53,085		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		A15011678				4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		上水道		上下水道料（6・7月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		51,789		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		A15012383		A15012383		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

				⑩		上水道		上下水道料（8・9月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		49413		0		0		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		A15012384		A15024754		4/1/15		随意契約		10/28/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		上水道		上下水道料（8・9月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		49,413		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		A15024754				4/1/15		随意契約		10/28/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

				⑩		上水道		上下水道料（10・11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		49413		0		0		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		A15012386		A15031470		4/1/15		随意契約		12/22/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		上水道		上下水道料（10・11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		49,413		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		A15031470				4/1/15		随意契約		12/22/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

				⑩		上水道		上下水道料（12・1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		49413		0		0		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		A15012387		A15039008		4/1/15		随意契約		2/22/16		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		上水道		上下水道料（12・1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		49,413		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		A15039008				4/1/15		随意契約		2/22/16		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		上水道		上下水道料（2・3月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		50,925		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213052		427154				4/21/15

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		1,442,786		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA207052		A15044536		A15044536		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-上水道料		0		0		2,320,724		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA207052		A15044536		A15044536		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-上水道料		0		0		888,813		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA207052		A15044536		A15044536		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（4.5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		61,784		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA207052		A15008467		A15008467		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		上水道		上水道料（4.5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-上水道料		0		0		1,650,533		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA207052		A15008467		A15008467		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		上水道		上水道料（4.5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-上水道料		0		0		1,416,589		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA207052		A15008467		A15008467		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		165,938		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA207052		A15015517		A15015517		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-上水道料		0		0		2,723,238		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA207052		A15015517		A15015517		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-上水道料		0		0		2,315,873		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA207052		A15015517		A15015517		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		141,357		つくば市水道部　(自動引落）		A15021887		A15021887		A15008102		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-上水道料		0		0		1,727,676		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA207052		A15021887		A15021887		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-上水道料		0		0		1,386,805		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA207052		A15021887		A15021887		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（4月分）　一式		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		0		0		92,080		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE15052		A15006187		A15006187		4/1/15		随意契約		5/1/15		大久保　君美子		小林　利弘		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（5月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		0		0		79,151		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE15052		A15010403		A15010403		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（６月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		0		0		97,297		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE15052		A15010409		A15010409		4/1/15		随意契約		7/22/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（7月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		0		0		104,100		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE15052		A15010995		A15010995		4/1/15		随意契約		8/7/15		澤畠　ひろ美		江幡　誠		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（8月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		0		0		110,678		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE15052		A15013768		A15013768		4/1/15		随意契約		9/11/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（9月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		0		0		88,904		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE15052		A15013771		A15013771		4/1/15		随意契約		10/22/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（10月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		0		0		98,431		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE15052		A15013775		A15013775		4/1/15		随意契約		11/16/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（11月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		0		0		88,678		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE15052		A15013780		A15013780		4/1/15		随意契約		12/21/15		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（12月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		0		0		85,503		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JAE15052		A15013827		A15013827		4/1/15		随意契約		1/20/16		尾田　和正		榎本　光一郎		3/31/16

		P		⑩		下水道		下水道料（4.5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-下水道料		0		0		1118743		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA208053		A15008469		A15008469		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-下水道料		0		0		1005396		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA208053		A15015518		A15015518		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-下水道料		0		0		1416414		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA208053		A15021889		A15021889		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-下水道料		0		0		1069337		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA208053		A15028210		A15028210		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-下水道料		0		0		915377		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA208053		A15035440		A15035440		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-下水道料		0		0		950183		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BA208053		A15044537		A15044537		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		下水道		下水道料（4.5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-下水道料		0		0		962857		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA208053		A15008469		A15008469		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-下水道料		0		0		861492		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA208053		A15015518		A15015518		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-下水道料		0		0		1136902		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA208053		A15021889		A15021889		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-下水道料		0		0		723729		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA208053		A15028210		A15028210		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-下水道料		0		0		462534		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA208053		A15035440		A15035440		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-下水道料		0		0		357310		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PA208053		A15044537		A15044537		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（4.5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		52,709		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA208053		A15008469		A15008469		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

				⑩		下水道		下水道料（4、5月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		120090		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA208053		A15010985		A15011144		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（4、5月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		120,090		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA208053		A15011144				4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		77,896		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA208053		A15015518		A15015518		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（6、7月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		111,110		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA208053		A15010986		A15010986		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		134,450		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA208053		A15021889		A15021889		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

				⑩		下水道		下水道料（8、9月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		34683		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA208053		A15022411		A15024675		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		34,683		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA208053		A15024675				4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		1,101,983		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA208053		A15028210		A15028210		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

				⑩		下水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		38175		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA208053		A15022413		A15030762		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		38,175		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA208053		A15030762				4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		633,079		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA208053		A15035440		A15035440		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

				⑩		下水道		下水道料（12、1月分）東海1号館		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		60926		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA208053		A15022414		A15038533		4/1/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		30,629		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SA208053		A15038533				4/1/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		573,146		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SA208053		A15044537		A15044537		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

				⑩		下水道		上下水道料（4・5月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7110		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15010273		A15011236		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑩		下水道		上水道料（4・5月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7110		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15010285		A15011236		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		下水道		上下水道料（4・5月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,220		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15011236				4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		下水道		上下水道料（6、7月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,220		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15012202		A15012202		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

				⑩		下水道		下水道料（8・9月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7110		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15012453		A15024658		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑩		下水道		下水道料（8・9月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7110		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15012209		A15024658		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		下水道		上水道料（8・9月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,220		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15024658				4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑩		下水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7110		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15028023		A15030797		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑩		下水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7110		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15012454		A15030797		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑩		下水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,220		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15030797				4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑩		下水道		下水道料（12、1月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7110		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15028024		A15038522		4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑩		下水道		下水道料（12・1月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7110		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15012455		A15038522		4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		下水道		上水道料（12、1月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,220		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JAE31053		A15038522				4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		下水道		下水道料（4.5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		174,311		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204053		A15008469		A15008469		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		246,158		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204053		A15015518		A15015518		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		176,286		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204053		A15021889		A15021889		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		318,275		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204053		A15028210		A15028210		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		205,872		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204053		A15035440		A15035440		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		-		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		252,631		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SA204053		A15044537		A15044537		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

				⑩		下水道		下水道料（8、9月分）東海1号館		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		58797		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211053		A15022411		A15024675		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑩		下水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		58,797		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211053		A15024675				4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑩		下水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		119065		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211053		A15021438		A15030762		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑩		下水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		119,065		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211053		A15030762				4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑩		下水道		上下水道料（12・1月分）ドミトリー		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		37914		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211053		A15021439		A15038533		4/1/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑩		下水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		68,211		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA211053		A15038533				4/1/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑩		下水道		上下水道料（6、7月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,370		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212053		A15012202		A15012202		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

				⑩		下水道		下水道料（8・9月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		2370		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212053		A15012209		A15024658		4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		下水道		上水道料（8・9月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,370		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212053		A15024658				4/1/15		随意契約		10/23/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑩		下水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		4150		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212053		A15012210		A15030797		4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑩		下水道		上下水道料（10・11月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,150		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212053		A15030797				4/1/15		随意契約		12/16/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑩		下水道		下水道料（12・1月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		4740		0		0		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212053		A15012212		A15038522		4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		下水道		上水道料（12、1月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,740		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SA212053		A15038522				4/30/15		随意契約		2/17/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑩		下水道		下水道料（4・5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		41882		0		0		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		A15010277		A15011678		4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		下水道		上下水道料（4・5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		41,882		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		A15011678				4/1/15		随意契約		6/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		下水道		上下水道料（6・7月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		40,975		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		A15012383		A15012383		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

				⑩		下水道		上下水道料（8・9月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		39312		0		0		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		A15012389		A15024754		4/1/15		随意契約		10/28/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		下水道		上下水道料（8・9月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		39,312		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		A15024754				4/1/15		随意契約		10/28/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

				⑩		下水道		上下水道料（10・11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		39312		0		0		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		A15012390		A15031470		4/1/15		随意契約		12/22/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		下水道		上下水道料（10・11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		39,312		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		A15031470				4/1/15		随意契約		12/22/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

				⑩		下水道		上下水道料（12・1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		39312		0		0		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		A15012391		A15039008		4/1/15		随意契約		2/22/16		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		下水道		上下水道料（12・1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		39,312		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		A15039008				4/1/15		随意契約		2/22/16		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		-		⑩		下水道		上下水道料（2・3月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		40,369		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SA213053		427154				4/21/15

				⑩上下水道代合計 ジョウゲ スイドウ ダイ ゴウケイ												45,580,157

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（4月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,872		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15004220		A15004220		4/1/15		随意契約		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16				運営交付金 ウンエイコウフキン		35,018,959

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		32,109		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15025568		A15025568		4/1/15		随意契約（第一号）		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15				先端研究費 センタン ケンキュウヒ		105,825,265

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,764		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15005394		A15005394		4/1/15		随意契約		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16				収見合 オサム ミアイ		1,245,081

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		6,402,101		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15025568		A15025568		4/1/15		随意契約（第一号）		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15				合計 ゴウケイ		142,089,305

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（6月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,764		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15005395		A15005395		4/1/15		随意契約		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-ガス料		0		0		6,713,684		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PA206051		A15025568		A15025568		4/1/15		随意契約（第一号）		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,764		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SA206051		A15005396		A15005396		4/1/15		随意契約		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		11,200,932		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15029092		A15029092		4/1/15		随意契約（第一号）		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（8月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,764		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SA206051		A15005397		A15005397		4/1/15		随意契約		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		5,950,698		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15029092		A15029092		4/1/15		随意契約（第一号）		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,764		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SA206051		A15005400		A15005400		4/1/15		随意契約		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（12月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		7,739,767		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15033541		A15033541		4/1/15		随意契約（第一号）		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（10月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,872		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SA206051		A15005403		A15005403		4/1/15		随意契約		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（12月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		4,312,261		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15033541		A15033541		4/1/15		随意契約（第一号）		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,836		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SA206051		A15005404		A15005404		4/1/15		随意契約		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		2,729,468		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15037851		A15037851		9/1/15		一般競争契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		2,065,601		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15037851		A15037851		9/1/15		一般競争契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（12月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,836		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SA206051		A15005408		A15005408		4/1/15		随意契約		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（2月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		6,780,369		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15042842		A15042842		9/1/15		一般競争契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,764		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SA206051		A15005409		A15005409		4/1/15		随意契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（2月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		5,429,346		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15042842		A15042842		9/1/15		一般競争契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（2月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,728		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SA206051		A15005410		A15005410		4/1/15		随意契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		5,696,123		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15044538		A15044538		9/1/15		一般競争契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,728		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SA206051		A15005411		A15005411		4/1/15		随意契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/16

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		4,296,684		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15044538		A15044538		9/1/15		一般競争契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

				⑪		ガス		プロパンガス代（10月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		2908		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15011097		A15024483		4/1/15		随意契約		10/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（10月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		6666		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15012419		A15024483		4/1/15		随意契約		10/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（10月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		9,574		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15024483				4/1/15		随意契約		10/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（10月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		2286		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15012419		A15024483		4/1/15		随意契約		10/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（10月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,286		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15024483				4/1/15		随意契約		10/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（11月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		12,882		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15027802				4/1/15		随意契約		11/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（11月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,277		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15027802				4/1/15		随意契約		11/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（11月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		4085		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15011098		A15027802		4/1/15		随意契約		11/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（11月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		4277		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15012159		A15027802		4/1/15		随意契約		11/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（11月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		8797		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15012420		A15027802		4/1/15		随意契約		11/20/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（12月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		2629		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15011099		A15031481		4/1/15		随意契約		12/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（12月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		10877		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15012421		A15031481		4/1/15		随意契約		12/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（12月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		13,506		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15031481				4/1/15		随意契約		12/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（12月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		4897		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15012160		A15031481		4/1/15		随意契約		12/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（12月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,897		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15031481				4/1/15		随意契約		12/22/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（1月分）太田団地B棟・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		2281		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15011100		A15034918		4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（1月分）太田団地B棟・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		9668		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15012422		A15034918		4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（1月分）太田団地B棟・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		11,949		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15034918				4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（1月分）太田団地B棟・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		3322		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15012161		A15034918		4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（1月分）太田団地B棟・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		3,322		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15034918				4/1/15		随意契約		1/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（2月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		24946		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15012424		A15039017		4/1/15		随意契約		2/22/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（2月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		2792		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15011101		A15039017		4/1/15		随意契約		2/22/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（2月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		27,738		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15039017				4/1/15		随意契約		2/22/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（2月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		6955		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15012162		A15039017		4/1/15		随意契約		2/22/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（2月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		6,955		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15039017				4/1/15		随意契約		2/22/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（3月分）太田団地B・C棟　一式		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		18,880		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15043954				4/1/15		随意契約		3/18/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（3月分）太田団地B・C棟　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		4,496		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15043954				4/1/15		随意契約		3/18/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（3月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		2742		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15022545		A15043954		4/1/15		随意契約		3/18/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（3月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		4496		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15043892		A15043954		4/1/15		随意契約		3/18/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（3月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		16138		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15021451		A15043954		4/1/15		随意契約		3/18/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		67,671		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15005105		A15005105		4/1/15		随意契約（第一号）		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		102,370		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15009195		A15009195		4/1/15		随意契約（第一号）		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		115,832		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15013287		A15013287		4/1/15		随意契約（第一号）		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		43,792		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15015526		A15015526		4/1/15		随意契約（第一号）		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		47,281		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15020043		A15020043		4/1/15		随意契約（第一号）		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		38,990		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15022134		A15022134		4/1/15		随意契約（第一号）		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		122,876		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15025568		A15025568		4/1/15		随意契約（第一号）		11/2/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		149,571		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15029092		A15029092		4/1/15		随意契約（第一号）		12/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（12月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		163,480		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15033541		A15033541		4/1/15		随意契約（第一号）		1/4/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		87,508		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15037851		A15037851		9/1/15		一般競争契約		2/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（2月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		145,477		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15042842		A15042842		9/1/15		一般競争契約		3/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		125,336		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SA204051		A15044538		A15044538		9/1/15		一般競争契約		3/31/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（4月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		3,871		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		427177				4/21/15

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（4月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		12,593		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		0000442399-02				9/1/15

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（4月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		12,593		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA213051		427177				4/21/15

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（4月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		-12,593		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA213051		0000442399-02				9/1/15

				⑪		ガス		プロパンガス代（5月分）　太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		2499		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15010266		A15011209		4/1/15		随意契約		6/18/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（5月分）　太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		2630		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15010266		A15011209		4/1/15		随意契約		6/18/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代(5月分)太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		12,858		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		430245				5/22/15

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（5月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		8,076		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15011209				4/1/15		随意契約		6/18/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（5月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,499		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15011209				4/1/15		随意契約		6/18/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（5月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		5446		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15010282		A15011209		4/1/15		随意契約		6/18/15		尾田　和正		榎　香織		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（6月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		7031		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15011093		A15013884		4/1/15		随意契約		7/21/15		尾田　和正		尾田　和正		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（6月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		7,031		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15013884				4/1/15		随意契約		7/21/15		尾田　和正		尾田　和正		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（6月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		3008		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15012408		A15013884		4/1/15		随意契約		7/21/15		尾田　和正		尾田　和正		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（6月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		3,008		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15013884				4/1/15		随意契約		7/21/15		尾田　和正		尾田　和正		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（8月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		5,755		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15012413		A15012413		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（8月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		2,359		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15012413		A15012413		4/1/15		随意契約		8/24/15		澤畠　ひろ美		榎　香織		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（9月分）太田団地B・C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		7,989		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15020921				4/1/15		随意契約		9/24/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（9月分）太田団地B・C棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		0		0		798		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15020921				4/1/15		随意契約		9/24/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（9月分）太田団地B棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		2625		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15011096		A15020921		4/1/15		随意契約		9/24/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（9月分）太田団地B棟		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		798		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A1E51SA212051		A15011096		A15020921		4/1/15		随意契約		9/24/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

				⑪		ガス		プロパンガス代（9月分）太田団地C棟		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		5364		0		0		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		A0F01JAE31051		A15012415		A15020921		4/1/15		随意契約		9/24/15		尾田　和正		江幡　誠		3/31/16

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		71,932		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15005105		A15005105		4/1/15		随意契約（第一号）		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		5,396,911		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15005105		A15005105		4/1/15		随意契約（第一号）		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-ガス料		0		0		5,610,885		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PA206051		A15005105		A15005105		4/1/15		随意契約（第一号）		5/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		32,093		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15009195		A15009195		4/1/15		随意契約（第一号）		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		6,911,100		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15009195		A15009195		4/1/15		随意契約（第一号）		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-ガス料		0		0		7,254,280		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PA206051		A15009195		A15009195		4/1/15		随意契約（第一号）		6/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		101,995		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15013287		A15013287		4/1/15		随意契約（第一号）		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		9,511,028		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15013287		A15013287		4/1/15		随意契約（第一号）		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-ガス料		0		0		9,902,462		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PA206051		A15013287		A15013287		4/1/15		随意契約（第一号）		7/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		136,576		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15015526		A15015526		4/1/15		随意契約（第一号）		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		4,303,872		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15015526		A15015526		4/1/15		随意契約（第一号）		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-ガス料		0		0		4,357,972		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PA206051		A15015526		A15015526		4/1/15		随意契約（第一号）		8/3/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		155,974		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15020043		A15020043		4/1/15		随意契約（第一号）		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		4,237,670		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15020043		A15020043		4/1/15		随意契約（第一号）		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-ガス料		0		0		4,260,522		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PA206051		A15020043		A15020043		4/1/15		随意契約（第一号）		9/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		86,520		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SA206051		A15022134		A15022134		4/1/15		随意契約（第一号）		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		0		0		4,389,260		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BA206051		A15022134		A15022134		4/1/15		随意契約（第一号）		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-ガス料		0		0		4,518,928		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PA206051		A15022134		A15022134		4/1/15		随意契約（第一号）		10/1/15		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/15

		長 チョウ		⑪		ガス		平成27年ガス需給契約における契約年間引取量未達精算額　一式		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		80,943		東京ガス（株）つくば支社		A0E51SA206051		A15033192		A15033192		1/6/16		随意契約		1/6/16		伊藤　春美		伊藤　春美		1/6/16

				⑪ガス代合計 ミチヨ ゴウケイ												142,089,305

		長 チョウ		⑫		付設備		【資産振替】高エネ研（東海）放射化物保管庫新営その他工事　他7件		施設整備-施設部-[東海]基幹・環境整備-施設整備費		0		0		3,889,080																								施設整備 シセツ セイビ		105,936,480

		長 チョウ		⑫		建物		【資産振替】高エネ研（東海）放射化物保管庫新営その他工事　他7件		施設整備-施設部-[東海]基幹・環境整備-施設整備費		0		0		98,606,480																								合計 ゴウケイ		105,936,480

		長 チョウ		⑫		構築物		【資産振替】高エネ研（東海）放射化物保管庫新営その他工事　他7件		施設整備-施設部-[東海]基幹・環境整備-施設整備費		0		0		993,600

		長 チョウ		⑫		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研（東海）放射化物保管庫新営その他工事　他7件		施設整備-施設部-[東海]基幹・環境整備-施設整備費		0		0		414,720

		長 チョウ		⑫		建物		【資産振替】高エネ研（東海）放射化物保管庫新営その他工事　他7件		施設整備-施設部-[東海]基幹・環境整備-付帯事務費		0		0		2,032,600

				⑫新増改築費合計（補助金） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ ホジョキン												105,936,480

		長 チョウ		⑫		建物		【資産振替】高エネ研（東海）放射化物保管庫新営その他工事　他7件		収見合-施設部-工事雑役・東海-建築		0		0		105,520																								収見合 オサム ミアイ		105,520

		長 チョウ		⑫		建物		高エネ研MR・D4電源棟等女子便所取設工事		受託研費-機構共通-KEKB女子トイレ経費(間接･K裁量)-工事費		0		0		1,944,000		ツクバメンテナンス（株）																						受託研究 ジュタク ケンキュウ		3,163,320

		長 チョウ		⑫		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D4電源棟等女子便所取設電気設備工事		受託研費-機構共通-KEKB女子トイレ経費(間接･K裁量)-工事費		0		0		466,560		（株）須藤電気商会																						合計 ゴウケイ		3,268,840

		長 チョウ		⑫		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研MR・D4電源棟等女子便所取設機械設備工事		受託研費-機構共通-KEKB女子トイレ経費(間接･K裁量)-工事費		0		0		752,760		（株）楠原管工業

				⑫新増改築費合計（自己資金等） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ ジコ シキン トウ												3,268,840

		長 チョウ		⑫		建物		【資産振替】高エネ研（東海）ハドロン実験準備棟増築工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		12,204,000																								施設整備 シセツ セイビ		37,127,020

		長 チョウ		⑫		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研（東海）ハドロン実験準備棟増築電気設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		676,080																								合計 ゴウケイ		37,127,020

		長 チョウ		⑫		付設備		【資産振替】高エネ研（東海）ハドロン実験準備棟増築電気設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		3,481,920

		長 チョウ		⑬営 エイ		付設備		高エネ研（東海）ハドロン実験準備棟増築空調設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		4,860,000		（株）シミズ空調サービス

		長 チョウ		⑬営 エイ		付設備		高エネ研(東海)１号館地下１階００６室スクラバー用換気設備等取設工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		2,278,800		（株）シミズ空調サービス

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館地下１階００６室スクラバー用電源取設工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		162,540		金沢産業（株）		E0E31A110016F		A15016453		A15016453		8/24/15		随意契約		10/21/15		佐藤　正和		千田　謙太郎		10/16/15

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物		高エネ研ＭＲ・Ｄ１１電源棟女子便所取設工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		369,760		ツクバメンテナンス（株）

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１１電源棟女子便所取設電気設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		234,360		（株）須藤電気商会		E0E31A110016F		A15030294		A15030294		12/11/15		随意契約		2/26/16		中島　幸一郎		伊藤　博		2/26/16

		長 チョウ		⑬営 エイ		移設撤去		【資産振替】高エネ研ＭＲ・Ｄ１１電源棟女子便所取設機械設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		59,400		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研ＭＲ・Ｄ１１電源棟女子便所取設機械設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		33,480		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		⑬営 エイ		付設備		【資産振替】高エネ研ＭＲ・Ｄ１１電源棟女子便所取設機械設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		807,840		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物		高エネ研ＭＲ・Ｄ１電源棟等女子便所取設工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		3,996,000		（株）近藤工務店

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１電源棟等女子便所取設電気設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		959,040		（株）須藤電気商会		E0E31A110016F		A15028664		A15028664		12/4/15		随意契約		2/26/16		中島　幸一郎		伊藤　博		2/26/16

		長 チョウ		⑬営 エイ		移設撤去		【本勘定振替】高エネ研ＭＲ・Ｄ１電源棟等女子便所取設機械設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		159,840		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		【本勘定振替】高エネ研ＭＲ・Ｄ１電源棟等女子便所取設機械設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		2,594,160		（有）佐藤管理工業

		長 チョウ		⑬営 エイ		構築物		高エネ研南門外灯取設工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		739,800		（有）森田電気商会

		長 チョウ		⑬営 エイ		構築物		高エネ研４号館東側歩道等外灯取設工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		1,058,400		メイデン（株）

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟周辺構内道路改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		2,451,600		（株）ミヤモト開発

				⑫新増改築費合計（営繕費） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ エイゼン ヒ												37,127,020

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・３Ｃ搬入棟等便所改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		2,559,600		（株）近藤工務店		E0E31A110016F		A15007333		A15007333		5/29/15		一般競争契約		8/25/15		佐藤　正和		松本　利男		8/28/15				施設整備 シセツ セイビ		23,872,980

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・３Ｃ搬入棟等便所改修電気設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		616,680		（株）須藤電気商会		E0E31A110016F		A15007337		A15007337		5/29/15		随意契約		8/28/15		中島　幸一郎		伊藤　博		8/28/15				合計 ゴウケイ		23,872,980

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・３Ｃ搬入棟等便所改修機械設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		874,800		(株)テックフィールド		E0E31A110016F		A15002519		A15002519		5/29/15		随意契約		8/26/15		佐藤　正和		品川　尚也		8/28/15

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネルギーセンター配管架台塗装改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		4,587,840		（株）塚本建装		E0E31A110016F		A15008727		A15008727		7/8/15		一般競争契約		11/30/15		佐藤　正和		玉盛　絵里香		11/30/15

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギーセンター配管架台鉄骨改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		425,520		（株）塚本建装		E0E31A110016F		A15027111		A15027111		11/17/15		随意契約		11/30/15		中島　幸一郎		鷺森　航太		11/30/15

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		【本勘定振替】高エネ研MR・D2電源棟等屋上防水改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		12,895,200				E0E31A110016F		450523				11/27/15

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館展望台屋上防水改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		1,913,340		水戸屋建設(株)		E0E31A110016F		A15032929				12/18/15		随意契約		2/1/16		中島　幸一郎		鷺森　航太		2/26/16

				⑬改修費合計（営繕費） カイシュウ ヒ ゴウケイ エイゼン ヒ												23,872,980

				⑬改修費合計（自己資金等） カイシュウ ヒ ゴウケイ ジコ シキン トウ												ERROR:#REF!























平成28年度

		区分 クブン		項目№ コウモク		形態別科目		件名		予算名称(細目レベル)		無効額		見込額		済額		債主名称		予算コード		決議申請伝票番号		集約番号		日付		契約方式		未払金伝票仕訳日		決議書担当者		決議書使用者		決議書納入期限

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研計算機北棟バッテリー室パッケージ形空調機取設工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		1,077,840		（株）楠原管工業		A0D12SB081103		A16011908		A16011908		8/30/16		随意契約		9/30/16		廣瀬　欽一		柿原　春美		9/30/16		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研計算機北棟第５マシン室外部ＵＰＳ用仮設発電機盤取設工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		1,576,800		市村電気工業（株）		A0D12SB081103		A16021903		A16021903		10/31/16		随意契約		1/13/17		廣瀬　欽一		柿原　春美		1/13/17

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研４号館ガスヒートポンプエアコン（ＧＨＰ３０７）取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		3,507,067		カンキ工業（有）		A0E31SB813003		A16026276				11/1/16		一般競争契約		12/28/16		佐藤　正和		品川　尚也		12/28/16

		P		①		付設備		高エネ研ＰＦ入射器棟クライストロンギャラリー純水配管（Ｍ２－Ｃ系統）取設工事		施設整備-加五-SKEKB実験研究[H28補正]-リニアック[マイクロ波5]		0		0		648,000		カンキ工業（有）		E0C25B1302003		A16032065		A16032065		1/17/17		随意契約		3/15/17		中島　幸一郎		明本　光生		3/15/17

		P		①		付設備		高エネ研ＰＦ光源棟等構造生物学ストレージネットワーク用光ファイバーケーブル取設工事		その他補助金等-放二-16H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-設備備品費		0		0		2,980,800		常伸電通システム（株）		I0B12BH030603		A16016595		A16016595		10/13/16		一般競争契約		1/12/17		佐藤　正和		松垣　直宏		1/13/17

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研４号館ガスヒートポンプエアコン（ＧＨＰ３０７）取替工事		その他補助金等-施設部-16H08 省ｴﾈ･生産性革命投資促進-機器等費		0		0		953,333		カンキ工業（有）		I0E31BH080103		A16026276				11/1/16		一般競争契約		12/28/16		佐藤　正和		品川　尚也		12/28/16

		P		①		付設備		高エネ研ＰＦ光源棟２階研究室（１）等空調機用電源改修工事		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		819,720		常伸電通システム（株）		I1B10PB021003		A16026382		A16026382		12/12/16		随意契約		2/27/17		倉持　みゆき		足立　伸一		3/27/17

		P		①		付設備		高エネ研ダンピングリング機械棟加速空洞系統純水精製装置取設工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-KEKB共通		0		0		6,264,000		（株）朝日工業社茨城営業所		I1C28BB011003		A16005721		A16005721		9/16/16		随意契約（第七号）		12/13/16		佐藤　正和		竹内　保直		12/13/16

		P		①		付設備		高エネ研ＭＲ・Ｄ２電源棟ＱＣＳ電源用実験盤取設その他工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-KEKB共通		0		0		4,709,880		メイデン（株）		I1C28BB011003		A16003323		A16003323		8/9/16		一般競争契約		10/31/16		佐藤　正和		大木　俊征		10/31/16

		P		①		付設備		高エネ研DR電源棟ベンディングマグネット電源用高圧ケーブル取設工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-BT		0		0		988,200		メイデン（株）		I1C28BB011703		A16017307		A16017307		2/10/17		随意契約		3/14/17		中島　幸一郎		原田　健太郎		3/17/17

		長 チョウ		①		配線・配管改修費		高エネ研ＭＲ・Ｄ5電源棟クリーンルーム構内情報通信網設備用配線取設工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		252,720		（株）須藤電気商会		A0D14SB0b106H		A16011374		A16011374		8/3/16		随意契約		8/31/16		倉持　みゆき		江並　和宏		8/31/16

		-		①		配線・配管改修費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設C号棟１０２室量水器取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		38,880		（有）佐藤管理工業		A1E51SB20506H		A16030453		A16030453		12/21/16		随意契約		1/13/17		倉持　みゆき		吉原　裕一		1/13/17

		P		①		配線・配管改修費		高エネ研PF-AR西実験棟高周波機械室実験盤W-EX-17 一次側ケーブル取設工事		先端研究推進費-加七-光源運転経費(PF)-光源第1グループ		0		0		149,040		市村電気工業（株）		I1C27PB03126H		A16026648		A16026648		11/30/16		随意契約		12/16/16		城野　雅明		長橋　進也		12/16/16

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研先端計測実験棟中実験室２防鼠対策業務		運交金-素核研-エレクトロS(一般)-物件費		0		0		432,000		（株）近藤工務店		A0A20SBv11078		A16011033		A16011033		6/6/16		随意契約		6/23/16		倉持　みゆき		島崎　昇一		7/8/16

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研3号館402室等電話回線移設		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		0		0		12,798		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0C01SB061078		A16040785				3/16/17		随意契約		3/31/17		倉持　みゆき		德宿　克夫		3/31/17

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研3号館402室等電話回線移設		運交金-管理局-情報基盤管理室(一般)-物件費		0		0		12,420		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E41SB041078		A16040785				3/16/17		随意契約		3/31/17		倉持　みゆき		德宿　克夫		3/31/17

		-		①		他委託		高エネ研竹園３丁目720棟宿舎パネルヒーター撤去工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		48,924		（有）三田建設工業		A0E51SB511078		A16005215		A16005215		5/13/16		随意契約		6/6/16		齋木　武		齋木　武		6/17/16

		P		①		他委託		高エネ研3号館402室等電話回線移設		雑収入-素長-科研間接・素核研-所長		0		0		31,050		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		CCA01Bk010178		A16040785				3/16/17		随意契約		3/31/17		倉持　みゆき		德宿　克夫		3/31/17

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研3号館402室等電話回線移設		雑収入-機構共通-広報室(科間・K裁量)-引っ越し経費		0		0		6,210		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		CCE51BkT50178		A16040785				3/16/17		随意契約		3/31/17		倉持　みゆき		德宿　克夫		3/31/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟管理人室等電話回線取設その他工事		運交金-素核研-理論センター(一般)-物件費・共通		0		0		31,104		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0A20SBr1106F		A16018482				9/6/16		随意契約		9/23/16		佐藤　正和		氏家　和輝		9/23/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟ＲＩ実験室等鍵交換工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		529,200		(株)山三		A0B10PB02106F		A16028872		A16028872		12/14/16		随意契約		3/9/17		倉持　みゆき		足立　伸一		3/10/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟等廊下照明用スイッチ撤去その他工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		32,400		メイデン（株）		A0B10PB02106F		A16029789				12/20/16		随意契約		1/20/17		城野　雅明		足立　伸一		1/27/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟監視員室空調機取替工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		261,360		(株)アメニティ・ジャパン		A0B10PB02106F		A16035443		A16035443		2/7/17		随意契約		3/3/17		城野　雅明		足立　伸一		3/3/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館１階倉庫１鍵交換業務		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		15,444		つくばキーセンター　澤邉久輝		A0B10PB02106F		A16035404		A16035404		2/3/17		随意契約		2/20/17		中島　幸一郎		足立　伸一		3/15/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟管理人室等電話回線取設その他工事		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		0		0		15,552		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0C01SB06106F		A16018482				9/6/16		随意契約		9/23/16		佐藤　正和		氏家　和輝		9/23/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館５階５１９号室等照明器具取替その他工事		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		0		0		450,360		（有）信濃電設		A0C01SB06106F		A16025540		A16025540		11/18/16		随意契約		12/22/16		倉持　みゆき		伊藤　博		12/22/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF入射器棟陽電子トンネル電動横引き遮蔽扉警告音装置補修工事		運交金-加五-リニアック(B)-共通1		0		0		270,000		（株）イトーキ　		A0C25BB02156F		A16007016		A16007016		6/1/16		随意契約		8/8/16		廣瀬　欽一		本間　博幸		9/30/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器トンネル第３スイッチヤードＰＨＳ基地局取設工事		運交金-加五-リニアック(B)-共通1		0		0		172,800		常伸電通システム（株）		A0C25BB02156F		A16013765		A16013765		8/24/16		随意契約		9/6/16		倉持　みゆき		本間　博幸		9/16/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟１階クライストロンギャラリー床補修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-低速陽電子3		0		0		97,200		(株)カタオカエンジニアリング		A0C25PB02116F		A16016455		A16016455		8/23/16		随意契約		9/28/16		倉持　みゆき		峠　暢一		9/30/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟JLC-R-1-1系統冷却管改修工事		運交金-加六-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		702,000		カンキ工業（有）		A0C26LBl1106F		A16029815		A16029815		12/22/16		随意契約		3/10/17		佐藤　正和		内藤　孝		3/10/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ﾌﾞｰｽﾀｰ電源棟ﾋﾟｯﾄ内止水板取設工事		運交金-加六-PS維持(一般)-物件費		0		0		283,230		(株）共進工業		A0C26SB11106F		A16036872		A16036872		2/17/17		随意契約		3/17/17		倉持　みゆき		髙山　健		3/17/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR北実験棟流し台取付その他工事		運交金-加七-光源運転経費(PF)-共通経費		0		0		293,760		（有）佐藤管理工業		A0C27PB03176F		A16009477		A16009477		6/16/16		随意契約		7/14/16		倉持　みゆき		塩屋　達郎		7/15/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研直接入射路トンネル曲線部樋シーリング打替工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		140,400		（株）近藤工務店		A0C28BB01106F		A16035772		A16035772		2/17/17		随意契約		3/22/17		城野　雅明		三増　俊広		3/17/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟第６ﾏｼﾝ室等避難口誘導灯移設他工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		73,440		メイデン（株）		A0C28BB01106F		A16037068				2/6/17		随意契約		3/7/17		中島　幸一郎		塚本　智		3/10/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D4電源棟外壁補修その他工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		2,160,000		（株）塚本建装		A0C28BB01106F		A16035779		A16035779		2/10/17		随意契約		3/27/17		中島　幸一郎		三増　俊広		3/24/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研開発共用棟雨漏れ補修工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		885,600		水戸屋建設(株)		A0C28BB01106F		A16035780		A16035780		2/7/17		随意契約		3/17/17		城野　雅明		三増　俊広		3/17/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・6Ｃ搬入棟外壁補修工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		939,600		太陽テクニカル（有）		A0C28BB01106F		A16035781		A16035781		2/17/17		随意契約		3/29/17		城野　雅明		三増　俊広		3/17/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研直接入射路ﾄﾝﾈﾙ直線部等天井他止水工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		702,000		㈱日本ザイペックス		A0C28BB01106F		A16035775		A16035775		3/1/17		随意契約		3/28/17		倉持　みゆき		三増　俊広		3/17/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKBトンネル大穂D5側直線部蛍光灯移設他工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		105,840		（株）須藤電気商会		A0C28BB01106F		A16039146				2/24/17		随意契約		3/24/17		倉持　みゆき		塚本　智		3/24/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟女子トイレ洗浄便座取替工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		99,360		（有）佐藤管理工業		A0C28BB01106F		A16040167		A16040167		3/10/17		随意契約		3/24/17		倉持　みゆき		小磯　晴代		3/24/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟地下4階トンネル天井とい取設工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		270,000		（株）近藤工務店		A0C28BB01106F		A16030736		A16030736		1/27/17		随意契約		3/22/17		倉持　みゆき		三増　俊広		3/16/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟玄関前階段タイル補修工事		運交金-加三・四-B運転(B)-モニター		0		0		64,800		（株）近藤工務店		A0C28BB01196F		A16039612		A16039612		3/14/17		随意契約		3/17/17		倉持　みゆき		有永　三洋		3/17/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第３低温棟北側電源庫等屋外ブラケット灯取設その他工事		運交金-加三・四-B運転(B)-BT		0		0		29,160		（株）須藤電気商会		A0C28BB01206F		A16009540				5/20/16		随意契約		6/24/16		佐藤　正和		多和田　正文		6/24/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研化学実験棟化学実験室4空調機取替工事		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-共通経費		0		0		632,880		空調システムサービス（株）		A0D11PB01106F		A16029925		A16029925		12/26/16		随意契約		1/20/17		城野　雅明		穂積　憲一		1/20/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研化学実験棟機器分析室２実験盤ブレーカ取替工事		運交金-放射セ-環境安全(一般)-環境安全共通		0		0		19,980		（株）須藤電気商会		A0D11SB11106F		A16028760		A16028760		12/19/16		随意契約		1/13/17		倉持　みゆき		平　雅文		1/13/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中性子中間子ビームライン制御棟準備室パッケージ形空調機更新工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		734,400		カンキ工業（有）　（前金口）		A0D12SB08116F		A16011913		A16011913		7/19/16		随意契約		8/26/16		倉持　みゆき		柿原　春美		8/26/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟バッテリー室パッケージ形空調機用手元開閉器取設工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		72,360		メイデン（株）		A0D12SB08116F		A16011911		A16011911		8/1/16		随意契約		8/22/16		倉持　みゆき		柿原　春美		8/26/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟１６４室倉庫内壁補修工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		199,800		古谷建設（株）		A0D12SB08116F		A16018036		A16018036		9/1/16		随意契約		10/7/16		倉持　みゆき		柿原　春美		10/7/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟計算機室前室ダウンライト他取設工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		345,600		市村電気工業（株）		A0D12SB08116F		A16022088		A16022088		10/20/16		随意契約		11/30/16		倉持　みゆき		柿原　春美		11/30/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟第６ﾏｼﾝ室等避難口誘導灯移設他工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		108,000		メイデン（株）		A0D12SB08116F		A16037068				2/6/17		随意契約		3/7/17		中島　幸一郎		塚本　智		3/10/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第３低温棟北側電源庫等屋外ブラケット灯取設その他工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		87,480		（株）須藤電気商会		A0D13SB09106F		A16009540				5/20/16		随意契約		6/24/16		佐藤　正和		多和田　正文		6/24/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１低温棟実験室空調機(ACP-1)取替工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		972,000		カンキ工業（有）		A0D13SB09106F		A16027516		A16027516		12/9/16		随意契約		1/31/17		倉持　みゆき		中本　建志		1/31/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研高圧ガス第２貯蔵棟ガラス交換工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-冷凍機維持経費		0		0		65,232		(株)山三		A0D13SB09116F		A16023520		A16023520		10/27/16		随意契約		11/30/16		倉持　みゆき		中本　建志		11/30/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研高圧ガス第１貯蔵棟冷却水ポンプ（P-16）取替他工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-冷凍機維持経費		0		0		7,419,600		東洋プラント工業（株）		A0D13SB09116F		A16003157		A16003157		11/30/16		一般競争契約		3/23/17		佐藤　正和		中本　建志		3/17/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟加工室手元開閉器撤去工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		74,520		（有）森田電気商会		A0D14SB0b106F		A16009741		A16009741		6/10/16		随意契約		7/28/16		倉持　みゆき		山中　将		7/29/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟南東側外壁補修工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		594,000		古谷建設（株）		A0D14SB0b106F		A16010428		A16010428		6/8/16		随意契約		7/28/16		倉持　みゆき		山中　将		7/29/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１工作棟加工室空調機用タイマー取付		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		108,000		カンキ工業（有）		A0D14SB0b106F		A16018269		A16018269		10/28/16		随意契約		11/18/16		倉持　みゆき		山中　将		11/18/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導リニアック試験施設棟北側冷却塔用給排水工事		運交金-日米-先端加速器・早野(日米)-物件費・国内・クライオ		0		0		388,800		（有）佐藤管理工業		A0E11NB08146F		A16002868		A16002868		4/22/16		随意契約		6/7/16		佐藤　正和		原　和文		6/10/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟等荷解室(1)高所照明器具取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		959,040		（有）森田電気商会		A0E31BPB1106F		A16011247		A16011247		7/5/16		随意契約		8/26/16		倉持　みゆき		塚本　智		8/26/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟クライストロン室照明器具取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		651,240		（有）信濃電設		A0E31BPB1106F		A16014747		A16014747		8/1/16		随意契約		9/16/16		倉持　みゆき		塚本　智		9/16/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR北実験棟実験室高所照明ランプ取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		179,280		（有）信濃電設		A0E31BPB1106F		A16018968		A16018968		9/15/16		随意契約		10/11/16		倉持　みゆき		塚本　智		10/7/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高ｴﾈ研電子陽電子加速器ｺﾝﾄﾛｰﾙ棟電力監視用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ修繕		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		75,600		日本電計（株）茨城営業所		A0E31BPB1106F		A16019085		A16019085		9/15/16		随意契約		10/12/16		倉持　みゆき		塚本　智		10/28/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF研究棟階段等照明設備改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		916,920		メイデン（株）		A0E31BPB1106F		A16027391		A16027391		12/7/16		随意契約		1/20/17		城野　雅明		瀬谷　憲明		1/31/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館５階５１９号室等照明器具取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		55,080		（有）信濃電設		A0E31BPB1106F		A16025540		A16025540		11/18/16		随意契約		12/22/16		倉持　みゆき		伊藤　博		12/22/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟等誘導灯取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		964,440		（有）信濃電設		A0E31BPB1106F		A16032088		A16032088		1/18/17		随意契約		3/24/17		中島　幸一郎		瀬谷　憲明		3/24/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟等エレベーター設備ＰＣボード他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		1,609,200		日本オーチス・エレベータ（株）関東支店		A0E31BPB1106F		A16034634		A16034634		2/3/17		随意契約		3/24/17		城野　雅明		氏家　和輝		3/24/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟第６ﾏｼﾝ室等避難口誘導灯移設他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		286,200		メイデン（株）		A0E31BPB1106F		A16037068				2/6/17		随意契約		3/7/17		中島　幸一郎		塚本　智		3/10/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟等非常用照明器具取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		950,400		（株）須藤電気商会		A0E31BPB1106F		A16035653		A16035653		2/10/17		随意契約		3/24/17		倉持　みゆき		瀬谷　憲明		3/24/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR実験準備棟研究室No.106等照明器具安定器取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		875,880		高橋興業（株）		A0E31BPB1106F		A16036840		A16036840		2/17/17		随意契約		3/10/17		城野　雅明		塚本　智		3/10/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギーセンター構内交換装置用直流電源装置蓄電池取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		968,760		東神電池工業（株）		A0E31BPB1106F		A16036651		A16036651		2/17/17		随意契約		3/23/17		城野　雅明		瀬谷　憲明		3/24/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKBトンネル大穂D5側直線部蛍光灯移設他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		706,320		（株）須藤電気商会		A0E31BPB1106F		A16039146				2/24/17		随意契約		3/24/17		倉持　みゆき		塚本　智		3/24/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟等非常用照明器具蓄電池取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		578,880		（株）須藤電気商会		A0E31BPB1106F		A16039345				3/3/17		随意契約		3/24/17		倉持　みゆき		瀬谷　憲明		3/24/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館５階５２４室ダウンライト取設工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		66,960		（有）信濃電設		A0E31BPB1106F		A16039247		A16039247		3/9/17		随意契約		3/29/17		倉持　みゆき		伊藤　博		3/29/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ西実験棟制御室スピーカ増設その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		163,512		サン電気通信		A0E31BPB1106F		A16037963		A16037963		3/8/17		随意契約		3/24/17		倉持　みゆき		氏家　和輝		3/24/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館５階ボタン電話主装置撤去その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		178,200		常伸電通システム（株）		A0E31BPB1106F		A16039289		A16039289		3/9/17		随意契約		3/24/17		倉持　みゆき		氏家　和輝		3/24/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟エレベーター設備移相器他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		604,800		日本エレベーター製造（株）		A0E31BPB1106F		A16038300		A16038300		3/9/17		随意契約		3/24/17		倉持　みゆき		氏家　和輝		3/24/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR東実験棟冷水ポンプ（AE-CWP-5）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		994,680		（株）楠原管工業		A0E31BPB1206F		A16001338		A16001338		4/6/16		随意契約		7/29/16		佐藤　正和		丸山　雅史		7/29/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ８電源棟等制御室排水管改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		997,920		（株）楠原管工業		A0E31BPB1206F		A16001639		A16001639		4/18/16		随意契約		5/27/16		中島　幸一郎		小川　一弘		5/27/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導リニアック試験棟等男子トイレ換気扇取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		166,320		カンキ工業（有）		A0E31BPB1206F		A16003749		A16003749		4/22/16		随意契約		6/10/16		佐藤　正和		丸山　雅史		6/10/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟等機械室ED排水ポンプ（NM-EDP-1-2）用電磁開閉器取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		90,720		（株）須藤電気商会		A0E31BPB1206F		A16004847		A16004847		4/27/16		随意契約		6/10/16		佐藤　正和		丸山　雅史		6/10/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MRトンネルマグネット系統（9M）冷却水配管漏水修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		805,680		新菱冷熱工業（株）筑波営業所		A0E31BPB1206F		A16005402		A16005402		5/11/16		随意契約		9/16/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		9/16/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS市水ポンプ室屋外市水給水管改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,387,880		山崎計装電設(株)		A0E31BPB1206F		A16010405		A16010405		6/29/16		随意契約		8/19/16		廣瀬　欽一		清岡　翔吾		8/19/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟等機械室窒素配管他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		393,120		（株）楠原管工業		A0E31BPB1206F		A16012271		A16012271		7/7/16		随意契約		8/22/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		8/22/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ７電源棟給水管漏水修理その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		756,000		（有）佐藤管理工業		A0E31BPB1206F		A16013290		A16013290		7/13/16		随意契約		8/9/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		8/19/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟等機械室冷却塔(TM-CT-5-4)用電磁開閉器取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		49,680		（株）須藤電気商会		A0E31BPB1206F		A16013789		A16013789		7/13/16		随意契約		8/19/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		8/19/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ-ＡＲ南実験棟等水冷式冷却塔(ＡＳ-ＣＴ-5)散水ポンプ配管修理その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		432,000		（有）佐藤管理工業		A0E31BPB1206F		A16014516		A16014516		7/20/16		随意契約		9/12/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		9/16/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他修理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		948,240		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPB1206F		A16015329		A16015329		8/1/16		随意契約		8/19/16		倉持　みゆき		小川　一弘		8/19/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他修理（その２）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		978,480		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPB1206F		A16015549		A16015549		8/8/16		随意契約		8/26/16		倉持　みゆき		小川　一弘		8/26/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光ヘリウムポンプ室冷却塔ファン電磁接触器取替その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		270,000		高橋興業（株）		A0E31BPB1206F		A16015620		A16015620		8/8/16		随意契約		8/29/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		8/29/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ-ＡＲ地区市水給水管漏水修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		194,400		カンキ工業（有）		A0E31BPB1206F		A16016190		A16016190		8/18/16		随意契約		8/31/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		8/31/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ東実験棟機械室等給水管仕切弁取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		205,200		カンキ工業（有）		A0E31BPB1206F		A16017633		A16017633		8/29/16		随意契約		9/30/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		9/30/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF研究棟共同溝系統湧水排水ポンプ（M20-YDP-1）取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		287,280		（有）佐藤管理工業		A0E31BPB1206F		A16017649		A16017649		8/31/16		随意契約		9/28/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		9/29/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他修理（その３）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		991,440		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPB1206F		A16018013		A16018013		9/1/16		随意契約		9/16/16		倉持　みゆき		小川　一弘		9/16/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟1階機械室動力制御盤内照明器具交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		352,620		高橋興業（株）		A0E31BPB1206F		A16018062		A16018062		9/5/16		随意契約		9/26/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		9/26/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他修理（その４）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		604,800		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BPB1206F		A16018835		A16018835		9/9/16		随意契約		9/23/16		倉持　みゆき		小川　一弘		9/23/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D10電源棟等制御機械室パッケージ形空調機ドレン管修理その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		329,400		（有）佐藤管理工業		A0E31BPB1206F		A16018638		A16018638		9/12/16		随意契約		10/7/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		10/7/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D8電源棟市水給水ポンプ（FM-PPU-1）吐出管取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		179,280		新菱冷熱工業（株）筑波営業所		A0E31BPB1206F		A16019093		A16019093		9/12/16		随意契約		10/28/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		10/28/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF入射器棟M12機械室冷水二方弁他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		950,400		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BPB1206F		A16020992		A16020992		9/12/16		随意契約		12/9/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		12/9/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF研究棟等緊急シャワー取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		129,600		（有）佐藤管理工業		A0E31BPB1206F		A16021485		A16021485		10/11/16		随意契約		11/11/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		11/11/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他修理（その５）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		986,040		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPB1206F		A16022111		A16022111		10/17/16		随意契約		10/28/16		倉持　みゆき		小川　一弘		10/28/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟等排風機（NK-EF-3）他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		365,040		（有）佐藤管理工業		A0E31BPB1206F		A16022690		A16022690		10/20/16		随意契約		11/28/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		11/28/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR南実験棟冷水系統膨張水槽（ASD-TEC-1）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		136,080		山崎計装電設(株)		A0E31BPB1206F		A16018270		A16018270		9/1/16		随意契約		10/25/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		10/28/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他修理（その６）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		298,080		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BPB1206F		A16022853		A16022853		10/20/16		随意契約		11/30/16		倉持　みゆき		小川　一弘		11/30/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光ヘリウム機械棟等膨張水槽（ＮＰ－ＴＥ－１）用膨張配管取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		96,120		（有）佐藤管理工業		A0E31BPB1206F		A16024490		A16024490		11/5/16		随意契約		11/25/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		11/25/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１工作棟加工室天井クレーン（５ｔ）ホイスト他取替修理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		3,272,400		（株）神内電機製作所		A0E31BPB1206F		A16024091		A16024091		11/21/16		随意契約		2/28/17		廣瀬　欽一		品川　尚也		2/28/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研パッケージ形空調機その他修理（その７）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		984,960		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPB1206F		A16028484		A16028484		12/13/16		随意契約		12/22/16		倉持　みゆき		小川　一弘		12/22/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟等空調機取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		3,117,000		カンキ工業（有）		A0E31BPB1206F		A16031092				1/6/17		一般競争契約		3/27/17		城野　雅明		足立　伸一		3/27/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟等地下４階汚水ポンプ室汚水管修理その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		194,400		（有）佐藤管理工業		A0E31BPB1206F		A16030422		A16030422		12/12/16		随意契約		2/10/17		倉持　みゆき		丸山　雅史		2/10/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟等空調機（ＡＣＰ－４）他修理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		745,200		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPB1206F		A16031416		A16031416		1/11/17		随意契約		1/27/17		倉持　みゆき		小川　一弘		1/27/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ７電源棟等空調機（ＡＣＰ－１－２）他修理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		625,320		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPB1206F		A16033085		A16033085		1/19/17		随意契約		2/10/17		倉持　みゆき		小川　一弘		2/10/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D10電源棟屋外空冷式冷却塔（NM-CT-1）側板修理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		432,000		空研工業（株）東京支店		A0E31BPB1206F		A16033498		A16033498		1/26/17		随意契約		3/15/17		倉持　みゆき		清岡　翔吾		3/15/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR東実験棟真空チェンバー系統流量計取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		896,400		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BPB1206F		A16033501		A16033501		1/30/17		随意契約		3/15/17		中島　幸一郎		清岡　翔吾		3/15/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ２電源棟制御室排水管改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		451,440		（株）楠原管工業		A0E31BPB1206F		A16033523		A16033523		2/3/17		随意契約		3/7/17		倉持　みゆき		小川　一弘		3/15/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟１階工作室パッケージ形空調機取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,436,400		カンキ工業（有）		A0E31BPB1206F		A16033132		A16033132		2/7/17		随意契約		3/15/17		中島　幸一郎		清岡　翔吾		3/15/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ８電源棟純水循環ポンプ（ＦＭ－ＰＷＵＰ－４）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		583,200		カンキ工業（有）		A0E31BPB1206F		A16025500		A16025500		11/17/16		随意契約		2/20/17		倉持　みゆき		丸山　雅史		2/17/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟空調機（ＭＯ－ＡＣＰ－９）他修理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		743,040		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPB1206F		A16033519		A16033519		2/22/17		随意契約		3/10/17		倉持　みゆき		小川　一弘		3/10/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟１階西側女子便所自動水栓電磁弁取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		16,200		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　北関東支店　茨城営業所		A0E31BPB1206F		A16036140		A16036140		2/7/17		随意契約		2/27/17		中島　幸一郎		清岡　翔吾		2/27/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR西実験棟等Mg電源室系統デジタル指示調整計他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		797,040		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BPB1206F		A16037326		A16037326		2/22/17		随意契約		3/17/17		城野　雅明		清岡　翔吾		3/17/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ実験準備棟空調機（ＡＣＰ－１－４）他修理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		374,760		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPB1206F		A16038405		A16038405		3/6/17		随意契約		3/17/17		倉持　みゆき		小川　一弘		3/17/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟玄関前階段タイル張替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-建築		0		0		572,400		（株）近藤工務店		A0E31BPB1306F		A16035202				1/27/17		随意契約		2/20/17		中島　幸一郎		峯　秀介		3/15/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟外壁補修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-建築		0		0		2,300,400		水戸屋建設(株)		A0E31BPB1306F		A16033903		A16033903		2/6/17		随意契約		3/28/17		中島　幸一郎		鷺森　航太		3/17/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟高層部屋根防水補修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-建築		0		0		313,200		水戸屋建設(株)		A0E31BPB1306F		A16038982		A16038982		2/27/17		随意契約		3/27/17		倉持　みゆき		鷺森　航太		3/17/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟1階男女共同参画推進室木製建具改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		35,640		(株)山三		A0E31SB81106F		A16000821		A16000821		4/12/16		随意契約		4/22/16		佐藤　正和		峯　秀介		4/28/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研１号館１階男子トイレ手すり取替業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		77,760		（株）近藤工務店		A0E31SB81106F		A16009763		A16009763		6/3/16		随意契約		7/4/16		倉持　みゆき		府川　薫		7/8/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研南門門扉改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		226,800		ツクバメンテナンス（株）		A0E31SB81106F		A16010621		A16010621		6/21/16		随意契約		8/10/16		倉持　みゆき		髙橋　誠		8/10/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟1階男子便所天井補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		97,200		ツクバメンテナンス（株）		A0E31SB81106F		A16014257		A16014257		7/26/16		随意契約		8/4/16		倉持　みゆき		佐倉　恭平		9/9/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟1階機械室シャッター改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		990,360		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		A0E31SB81106F		A16015159		A16015159		8/4/16		随意契約		9/16/16		倉持　みゆき		峯　秀介		9/16/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研食堂玄関前タイル補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		158,760		(株)カタオカエンジニアリング		A0E31SB81106F		A16012828		A16012828		7/12/16		随意契約		8/4/16		倉持　みゆき		鷺森　航太		8/10/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１工作棟放電加工室ガラス交換その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		48,600		(株)山三		A0E31SB81106F		A16016134		A16016134		8/18/16		随意契約		9/9/16		倉持　みゆき		峯　秀介		9/9/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｓ-1変電棟外壁補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		156,600		古谷建設（株）		A0E31SB81106F		A16017068		A16017068		8/26/16		随意契約		9/29/16		倉持　みゆき		峯　秀介		9/30/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホール雨漏補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		2,322,000		（株）塚本建装		A0E31SB81106F		A16017235		A16017235		9/13/16		随意契約		12/12/16		廣瀬　欽一		鷺森　航太		12/12/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館１階北側風除室内部側鋼製建具改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		512,568		(株)山三		A0E31SB81106F		A16022334		A16022334		10/20/16		随意契約		1/27/17		倉持　みゆき		峯　秀介		1/31/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟等EXP.Jｼｰﾘﾝｸﾞ打替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		41,040		興和建業（株）		A0E31SB81106F		A16021150		A16021150		10/7/16		随意契約		10/21/16		倉持　みゆき		松本　利男		10/31/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR北実験棟階段室壁補強工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		99,360		（株）市村工務店		A0E31SB81106F		A16021628		A16021628		10/17/16		随意契約		10/31/16		倉持　みゆき		鷺森　航太		10/28/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟総務部長室等網戸取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		90,612		(株)山三		A0E31SB81106F		A16026026		A16026026		11/28/16		随意契約		12/20/16		倉持　みゆき		佐倉　恭平		1/13/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟施設部前玄関鋼製建具電気錠改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		320,544		(株)山三		A0E31SB81106F		A16029409		A16029409		12/20/16		随意契約		2/24/17		倉持　みゆき		佐倉　恭平		2/28/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟屋上防水改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		4,838,400		太陽テクニカル（有）		A0E31SB81106F		A16027643		A16027643		1/26/17		一般競争契約		3/29/17		城野　雅明		鷺森　航太		3/24/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟財務部システム天井補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		91,260		古谷建設（株）		A0E31SB81106F		A16033968		A16033968		1/26/17		随意契約		3/9/17		中島　幸一郎		佐倉　恭平		3/15/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研開発共用棟西側雨水配管補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		183,600		(株)カタオカエンジニアリング		A0E31SB81106F		A16033912		A16033912		1/27/17		随意契約		3/10/17		中島　幸一郎		峯　秀介		3/15/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射性廃棄物第３保管棟シャッター改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		388,800		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		A0E31SB81106F		A16033914		A16033914		1/27/17		随意契約		42809		中島　幸一郎		峯　秀介		3/15/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟玄関前階段タイル張替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		324,000		（株）近藤工務店		A0E31SB81106F		A16035202				1/27/17		随意契約		2/20/17		中島　幸一郎		峯　秀介		3/15/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導リニアック試験施設棟エレベータシャフト壁止水工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		550,800		㈱日本ザイペックス		A0E31SB81106F		A16036184		A16036184		2/13/17		随意契約		3/10/17		城野　雅明		松本　利男		3/10/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館４階テラス排水管改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		1,589,760		不二造園土木（株）		A0E31SB81106F		A16033812		A16033812		2/14/17		随意契約		3/17/17		城野　雅明		鷺森　航太		3/17/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホール２階コントロール室外壁シール打替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		97,200		（株）塚本建装		A0E31SB81106F		A16029275		A16029275		2/20/17		随意契約		3/29/17		倉持　みゆき		鷺森　航太		3/17/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館エントランスホール壁タイル補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		64,800		ツクバメンテナンス（株）		A0E31SB81106F		A16029446		A16029446		2/13/17		随意契約		3/23/17		中島　幸一郎		鷺森　航太		3/17/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館１階エントランス照明器具取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		305,640		（株）須藤電気商会		A0E31SB81206F		A16006579		A16006579		5/30/16		随意契約		6/17/16		倉持　みゆき		塚本　智		6/17/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟等誘導灯その他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		775,440		（株）須藤電気商会		A0E31SB81206F		A16008829		A16008829		6/3/16		随意契約		7/29/16		倉持　みゆき		瀬谷　憲明		7/29/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟等非常照明その他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		798,120		メイデン（株）		A0E31SB81206F		A16009549				6/7/16		随意契約		7/1/16		佐藤　正和		瀬谷　憲明		7/1/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北ｶｳﾝﾀｰﾎｰﾙ実験室実験盤EX-4幹線ｹｰﾌﾞﾙ切離し工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		64,800		西山電気（株）		A0E31SB81206F		A16011162		A16011162		6/28/16		随意契約		8/17/16		倉持　みゆき		塚本　智		8/19/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・１２Ｃ搬入棟エレベーター設備移相器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		577,800		日本エレベーター製造（株）		A0E31SB81206F		A16014157		A16014157		7/27/16		随意契約		8/19/16		倉持　みゆき		氏家　和輝		8/19/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS加速器準備棟PSコントロール室照明器具取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		361,800		（有）信濃電設		A0E31SB81206F		A16015836		A16015836		8/18/16		随意契約		9/16/16		倉持　みゆき		塚本　智		9/30/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟管理人室等電話回線取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		46,386		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E31SB81206F		A16018482				9/6/16		随意契約		9/23/16		佐藤　正和		氏家　和輝		9/23/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第３低温棟等実験室高所照明器具取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		984,960		メイデン（株）		A0E31SB81206F		A16017379		A16017379		9/9/16		随意契約		10/3/16		倉持　みゆき		塚本　智		9/30/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区屋内消火栓用消火栓始動器取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		640,440		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SB81206F		A16019031		A16019031		9/15/16		随意契約		10/28/16		倉持　みゆき		瀬谷　憲明		10/28/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館エレベーターゲートドアスイッチリレー取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		20,520		エス・イー・シーエレベーター（株）		A0E31SB81206F		A16025056		A16025056		11/8/16		随意契約		11/28/16		倉持　みゆき		氏家　和輝		11/25/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟主計課事務室等電話回線不具合対応他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		46,332		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E31SB81206F		A16029873		A16029873		12/5/16		随意契約		12/28/16		倉持　みゆき		氏家　和輝		12/28/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館階段等照明設備改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		1,674,000		メイデン（株）		A0E31SB81206F		A16028823		A16028823		1/6/17		随意契約		2/22/17		城野　雅明		瀬谷　憲明		2/28/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟2階情報基盤管理室等電話用配線取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		87,480		メイデン（株）		A0E31SB81206F		A16040540				3/17/17		随意契約		3/30/17		倉持　みゆき		瀬谷　憲明		3/31/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研4号館2階男子便所洗浄便座取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		70,470		(株)LIXILトータルサービス　北関東支店　北関東営業所		A0E31SB81306F		A16002366		A16002366		4/22/16		随意契約		5/16/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		5/20/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区屋外消火栓用定圧定流量アダプター取付工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		977,400		（株）楠原管工業		A0E31SB81306F		A16001834		A16001834		4/11/16		随意契約		6/30/16		佐藤　正和		丸山　雅史		6/30/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館２階ＰＳ内防火ダンパー取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		399,600		カンキ工業（有）		A0E31SB81306F		A16002624		A16002624		4/22/16		随意契約		6/10/16		佐藤　正和		丸山　雅史		6/10/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ外国人研究員等宿泊施設南側屋外等仕切弁取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		300,240		（有）佐藤管理工業		A0E31SB81306F		A16002621		A16002621		4/22/16		随意契約		5/20/16		佐藤　正和		丸山　雅史		6/3/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター男子トイレペーパーホルダー取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		34,560		（株）近藤工務店		A0E31SB81306F		A16001887		A16001887		4/22/16		随意契約		5/11/16		佐藤　正和		丸山　雅史		5/20/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館１階男子便所手洗器給水管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		64,800		（有）佐藤管理工業		A0E31SB81306F		A16003747		A16003747		4/28/16		随意契約		5/20/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		5/20/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研屋外消火栓用定圧定流量アダプター他取付その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		707,400		（株）楠原管工業		A0E31SB81306F		A16003833		A16003833		4/11/16		随意契約		7/20/16		佐藤　正和		丸山　雅史		7/20/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研1号館2階男子トイレ手洗い器排水詰まり修理その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		51,300		高橋興業（株）		A0E31SB81306F		A16005480		A16005480		5/10/16		随意契約		5/27/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		5/27/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館５階便所等手洗器自動水栓取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		969,840		（有）佐藤管理工業		A0E31SB81306F		A16003746		A16003746		4/27/16		随意契約		5/20/16		佐藤　正和		丸山　雅史		6/10/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館ガスヒートポンプ空調機（ＧＨＰ－１０３）修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		393,454		東京ガス（株）つくば支社		A0E31SB81306F		A16025474		A16025474		11/8/16		随意契約		11/25/16		倉持　みゆき		品川　尚也		11/25/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館ガスヒートポンプ空調機（ＧＨＰ－２０３）修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		61,128		東京ガス（株）つくば支社		A0E31SB81306F		A16026566		A16026566		11/28/16		随意契約		12/22/16		倉持　みゆき		品川　尚也		12/22/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館ガスヒートポンプ空調機（ＧＨＰ－２０２）修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		22,572		東京ガス（株）つくば支社		A0E31SB81306F		A16028240		A16028240		12/12/16		随意契約		12/27/16		倉持　みゆき		品川　尚也		12/27/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研正門前汚水管流量記録計ペンアーム取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		38,880		太陽計測（株）		A0E31SB81306F		A16032298		A16032298		1/18/17		随意契約		2/20/17		中島　幸一郎		清岡　翔吾		2/17/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光地区屋外消火栓ポンプフローメーターその他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		464,400		（株）楠原管工業		A0E31SB81306F		A16033667		A16033667		1/25/17		随意契約		3/15/17		中島　幸一郎		丸山　雅史		3/15/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第４低温棟電源庫パッケージ形空調機冷媒配管溶接修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		113,400		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31SB81306F		A16039824		A16039824		3/13/17		随意契約		3/24/17		倉持　みゆき		小川　一弘		3/24/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟外壁タイル補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		788,400		東康建設工業（株）		A0E31SB82106F		A16004832		A16004832		5/12/16		随意契約		7/15/16		佐藤　正和		髙橋　誠		7/15/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館正面玄関ドアクローザー交換その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		200,880		ツクバメンテナンス（株）		A0E31SB82106F		A16021242		A16021242		9/14/16		随意契約		1/13/17		倉持　みゆき		佐倉　恭平		1/17/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設玄関出入口自動扉補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		378,000		東康建設工業（株）		A0E31SB82106F		A16022076		A16022076		10/18/16		随意契約		11/28/16		倉持　みゆき		髙橋　誠		12/16/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第２電源棟等非常灯用蓄電池他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		57,240		金沢産業（株）		A0E31SB82206F		A16009516				6/6/16		随意契約		7/25/16		佐藤　正和		菊池　次男		7/22/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階総務課事務室等コンセント改修工事		運交金-管理局-総務課(一般)-役員経費		0		0		89,640		（株）須藤電気商会		A0E41SB03116F		A16001143		A16001143		4/15/16		随意契約		4/28/16		佐藤　正和		海老沢　明世		4/28/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階監査室電話回線取設工事		運交金-管理局-総務課(一般)-役員経費		0		0		17,280		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E41SB03116F		A16000689		A16000689		4/11/16		随意契約		4/22/16		佐藤　正和		海老沢　明世		4/22/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟2階情報基盤管理室等電話用配線取設その他工事		運交金-管理局-情報基盤管理室(一般)-物件費		0		0		81,000		メイデン（株）		A0E41SB04106F		A16040540				3/17/17		随意契約		3/30/17		倉持　みゆき		瀬谷　憲明		3/31/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研食堂厨房自動食器洗浄機給水配管修理工事		運交金-管理局-人事労務課(一般)-職員厚生費[福利厚生室](K裁量)		0		0		41,040		（有）佐藤管理工業		A0E41SB05146F		A16036975		A16036975		2/22/17		随意契約		3/3/17		城野　雅明		千田　英雄		3/3/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-304職員宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		137,052		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16000070		A16000070		4/1/16		随意契約		4/26/16		齋木　武		齋木　武		4/28/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-301他4室職員宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		514,512		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16000069		A16000069		4/1/16		随意契約		4/26/16		齋木　武		齋木　武		4/28/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-309宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		11,880		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16000158		A16000158		4/4/16		随意契約		4/5/16		齋木　武		齋木　武		4/8/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-806及び805-1201宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		850,392		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16000196		A16000196		4/4/16		随意契約		4/26/16		齋木　武		齋木　武		4/28/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目701～706棟踊り場サッシ調整他1室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		127,116		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16000201		A16000201		4/4/16		随意契約		4/25/16		齋木　武		齋木　武		4/28/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-809宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		5,400		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16000376		A16000376		4/6/16		随意契約		4/7/16		齋木　武		齋木　武		4/8/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員宿舎吾妻４丁目201棟等階段灯他交換		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		523,800		（有）信濃電設		A0E51SB51106F		A16000225		A16000225		4/12/16		随意契約		5/20/16		齋木　武		齋木　武		5/20/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-402宿舎漏水修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		74,952		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16000937		A16000937		4/8/16		随意契約		5/31/16		齋木　武		齋木　武		5/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園職員宿舎717棟木工修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		842,400		（株）近藤工務店		A0E51SB51106F		A16001283		A16001283		4/15/16		随意契約		5/31/16		齋木　武		齋木　武		5/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		812,538		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16001310		A16001310		4/15/16		随意契約		5/31/16		齋木　武		齋木　武		5/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-610宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		7,560		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16001383		A16001383		4/18/16		随意契約		4/19/16		齋木　武		齋木　武		4/22/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻宿舎消防設備点検不良修繕工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		340,200		能美防災(株) 茨城支社		A0E51SB51106F		A16000232		A16000232		4/19/16		随意契約		5/31/16		齋木　武		齋木　武		5/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-205宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		16,308		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16001533		A16001533		4/20/16		随意契約		5/20/16		齋木　武		齋木　武		5/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-201他4室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		871,344		赤塚工業（株）		A0E51SB51106F		A16001552		A16001552		4/20/16		随意契約		5/20/16		齋木　武		齋木　武		5/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-201宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		997,812		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16001399		A16001399		4/19/16		随意契約		5/31/16		齋木　武		齋木　武		5/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目職員宿舎718棟外壁塗装等補修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		998,730		（株）塚本建装		A0E51SB51106F		A16001604		A16001604		4/20/16		随意契約		6/17/16		齋木　武		齋木　武		6/10/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-307漏水修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		102,708		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16001503		A16001503		4/21/16		随意契約		5/30/16		齋木　武		齋木　武		5/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-606宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		368,280		赤塚工業（株）		A0E51SB51106F		A16001771		A16001771		4/21/16		随意契約		5/24/16		齋木　武		齋木　武		5/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-504宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		641,520		赤塚工業（株）		A0E51SB51106F		A16001800		A16001800		4/22/16		随意契約		5/27/16		齋木　武		齋木　武		5/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園職員宿舎723棟押入れ修繕他工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		766,800		（株）近藤工務店		A0E51SB51106F		A16002120		A16002120		4/25/16		随意契約		6/1/16		齋木　武		齋木　武		6/10/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-501宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		61,722		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16002578		A16002578		4/26/16		随意契約		5/13/16		齋木　武		齋木　武		5/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806棟5階西側非常階段口階段灯交換修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		71,280		（有）信濃電設		A0E51SB51106F		A16005222		A16005222		5/13/16		随意契約		6/17/16		齋木　武		齋木　武		6/30/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目職員宿舎719棟外壁塗装等補修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		917,730		（株）塚本建装		A0E51SB51106F		A16005265		A16005265		5/16/16		随意契約		6/30/16		齋木　武		齋木　武		6/30/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目720棟宿舎洗面所床等修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		225,828		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16005413		A16005413		5/16/16		随意契約		6/7/16		齋木　武		齋木　武		6/17/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806棟3階308室付近通路消火器設置		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		14,040		能美防災(株) 茨城支社		A0E51SB51106F		A16005711		A16005711		5/18/16		随意契約		5/31/16		齋木　武		齋木　武		6/17/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目職員宿舎724棟物置修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		248,400		（株）近藤工務店		A0E51SB51106F		A16006160		A16006160		5/20/16		随意契約		6/17/16		齋木　武		齋木　武		6/30/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目職員宿舎717棟他バルコニークラック及びタイル補修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		255,960		（株）塚本建装		A0E51SB51106F		A16007444		A16007444		5/27/16		随意契約		6/30/16		齋木　武		齋木　武		6/17/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		12,960		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16007454		A16007454		5/27/16		随意契約		6/17/16		齋木　武		齋木　武		6/10/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（竹園）職員宿舎720棟等塗装補修その他工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		698,760		(株)カタオカエンジニアリング		A0E51SB51106F		A16006618		A16006618		5/25/16		随意契約		7/14/16		佐藤　正和		齋木　武		7/22/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(竹園)３丁目住宅704号棟2階物置漏水補修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		183,600		水戸屋建設(株)		A0E51SB51106F		A16009035		A16009035		6/6/16		随意契約		6/20/16		倉持　みゆき		齋木　武		7/29/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		118,368		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16009392		A16009392		6/8/16		随意契約		6/30/16		齋木　武		齋木　武		6/20/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-707宿舎他４室修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		346,410		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16009502		A16009502		6/9/16		随意契約		6/30/16		齋木　武		齋木　武		6/30/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-201他10室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		565,542		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16009800		A16009800		6/13/16		随意契約		6/30/16		齋木　武		齋木　武		6/30/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-517他4室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		329,076		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16006365		A16006365		5/23/16		随意契約		7/8/16		齋木　武		齋木　武		7/8/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		18,576		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16010354		A16010354		6/17/16		随意契約		6/30/16		齋木　武		齋木　武		7/8/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-806宿舎都市ガス漏洩修繕工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		429,948		東京ガス（株）つくば支社		A0E51SB51106F		A16012117		A16012117		7/6/16		随意契約		7/14/16		齋木　武		齋木　武		7/14/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目718棟他宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		193,644		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16012015		A16012015		6/28/16		随意契約		7/8/16		齋木　武		齋木　武		7/15/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		515,172		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16002865		A16002865		4/27/16		随意契約		6/17/16		齋木　武		齋木　武		6/10/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-105他1室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		177,120		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16013465		A16013465		7/19/16		随意契約		8/5/16		齋木　武		齋木　武		8/19/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-102給湯器交換修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		125,280		東京ガスリビングライン(株)		A0E51SB51106F		A16013301		A16013301		7/21/16		随意契約		8/1/16		齋木　武		齋木　武		8/19/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-510宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		48,924		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16013360		A16013360		7/21/16		随意契約		8/9/16		齋木　武		齋木　武		8/19/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟他宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		226,962		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16012624		A16012624		7/8/16		随意契約		7/27/16		齋木　武		齋木　武		7/29/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(吾妻)職員宿舎805棟等高架水槽内面補修その他修理		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		461,160		（株）ダイトー		A0E51SB51106F		A16014490		A16014490		6/22/16		随意契約		9/26/16		佐藤　正和		齋木　武		10/7/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目705-201宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		176,040		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16014591		A16014591		7/29/16		随意契約		8/23/16		齋木　武		齋木　武		8/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806棟306室系統雑排水管漏水修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		240,516		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16013466		A16013466		7/15/16		随意契約		8/1/16		齋木　武		齋木　武		8/10/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目718棟宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		14,904		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16016438		A16016438		8/22/16		随意契約		9/7/16		齋木　武		齋木　武		9/23/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-608宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		7,020		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16016658		A16016658		8/23/16		随意契約		8/23/16		齋木　武		齋木　武		8/31/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎811-101給水管漏水補修		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		46,548		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16018068		A16018068		9/6/16		随意契約		9/6/16		齋木　武		齋木　武		9/16/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811-102宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		12,830		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16018409		A16018409		9/8/16		随意契約		9/9/16		齋木　武		齋木　武		9/16/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811-101宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		189,864		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16015287		A16015287		8/5/16		随意契約		9/14/16		齋木　武		齋木　武		9/16/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1201自火報感知器交換工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		22,680		能美防災(株) 茨城支社		A0E51SB51106F		A16018866		A16018866		9/8/16		随意契約		9/16/16		齋木　武		齋木　武		9/16/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-702宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		9,914		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16020468		A16020468		9/29/16		随意契約		9/29/16		齋木　武		齋木　武		10/7/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-102宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		111,348		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16022462		A16022462		10/20/16		随意契約		10/21/16		齋木　武		齋木　武		10/24/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-102宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		32,184		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16020958		A16020958		10/6/16		随意契約		10/20/16		齋木　武		齋木　武		10/21/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-406宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		12,830		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16019064		A16019064		9/15/16		随意契約		10/7/16		齋木　武		齋木　武		10/14/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-105宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		24,408		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16021121		A16021121		10/7/16		随意契約		11/10/16		齋木　武		齋木　武		11/10/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目宿舎806-506宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		21,492		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16024655		A16024655		11/10/16		随意契約		11/10/16		齋木　武		齋木　武		11/18/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-601宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		21,492		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16024820		A16024820		11/11/16		随意契約		11/11/16		齋木　武		齋木　武		11/18/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目宿舎720宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		6,372		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16025029		A16025029		11/14/16		随意契約		11/14/16		齋木　武		齋木　武		11/21/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目718宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		14,904		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16025423		A16025423		11/17/16		随意契約		12/13/16		齋木　武		齋木　武		12/16/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-702宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		21,492		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16025519		A16025519		11/17/16		随意契約		11/17/16		齋木　武		齋木　武		11/25/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目702-202宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		11,664		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16025979		A16025979		11/4/16		随意契約		11/11/16		齋木　武		齋木　武		11/11/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-517他５室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		366,012		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16026000		A16026000		11/24/16		随意契約		12/21/16		齋木　武		齋木　武		12/22/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-205他2室宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		74,412		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16027238		A16027238		12/2/16		随意契約		12/5/16		齋木　武		齋木　武		12/9/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		83,808		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16028532		A16028532		12/16/16		随意契約		12/21/16		齋木　武		齋木　武		12/22/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-502宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		14,580		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16030226		A16030226		12/27/16		随意契約		1/10/17		齋木　武		齋木　武		1/20/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-109宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		18,576		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16030820		A16030820		1/6/17		随意契約		1/10/17		齋木　武		齋木　武		1/20/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-508、805-803宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		12,744		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16031177		A16031177		1/11/17		随意契約		1/12/17		齋木　武		齋木　武		1/20/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-404、竹園３丁目705棟前階段宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		35,424		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16032076		A16032076		1/18/17		随意契約		1/27/17		齋木　武		齋木　武		2/3/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-302宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		26,244		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16032733		A16032733		1/20/17		随意契約		1/23/17		齋木　武		齋木　武		2/3/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811-105、吾妻４丁目201-212宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		70,308		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16032944		A16032944		1/23/17		随意契約		2/8/17		齋木　武		齋木　武		2/17/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-417宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		2,268		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16033760		A16033760		1/26/17		随意契約		1/26/17		齋木　武		齋木　武		2/3/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目723棟宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		29,160		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16034140		A16034140		1/30/17		随意契約		1/30/17		齋木　武		齋木　武		2/3/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1210宿舎漏水修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		45,468		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16034703		A16034703		2/1/17		随意契約		2/1/17		齋木　武		齋木　武		2/8/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-501宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		7,560		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16034902		A16034902		2/2/17		随意契約		2/2/17		齋木　武		齋木　武		2/10/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804棟宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		14,266		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16036069		A16036069		2/13/17		随意契約		2/17/17		齋木　武		齋木　武		2/24/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-607吾妻２丁目807棟宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		16,848		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16038894		A16038894		3/3/17		随意契約		3/10/17		齋木　武		齋木　武		3/10/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-201宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		123,552		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16038140		A16038140		2/28/17		随意契約		3/14/17		齋木　武		齋木　武		3/14/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		72,057		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16039341		A16039341		2/27/17		随意契約		3/15/17		齋木　武		齋木　武		3/16/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-513,201-603宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		863,676		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16039357		A16039357		3/15/17		随意契約		3/31/17		齋木　武		齋木　武		3/29/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-201宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		204,336		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16039359		A16039359		3/17/17		随意契約		3/31/17		齋木　武		齋木　武		3/30/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-303,807-709宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		524,880		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16039384		A16039384		3/21/17		随意契約		3/31/17		齋木　武		齋木　武		3/30/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（竹園）職員宿舎等変電設備小屋外装改修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		789,480		（株）塚本建装		A0E51SB51106F		A16040225		A16040225		3/17/17		随意契約		3/31/17		倉持　みゆき		齋木　武		3/31/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目719棟他宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		74,952		（有）三田建設工業		A0E51SB51106F		A16040986		A16040986		3/29/17		随意契約		3/31/17		齋木　武		齋木　武		3/31/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟連結送水管消防用ホース交換３本		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区(K裁量)		0		0		147,960		能美防災(株) 茨城支社		A0E51SB51116F		A16026169		A16026169		11/25/16		随意契約		12/22/16		齋木　武		齋木　武		12/22/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-501宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区(K裁量)		0		0		7,560		（有）三田建設工業		A0E51SB51116F		A16026287		A16026287		11/25/16		随意契約		11/25/16		齋木　武		齋木　武		11/30/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-116宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区(K裁量)		0		0		54,540		（有）三田建設工業		A0E51SB51116F		A16028149		A16028149		12/9/16		随意契約		12/9/16		齋木　武		齋木　武		12/16/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703-101宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区(K裁量)		0		0		9,288		（有）三田建設工業		A0E51SB51116F		A16030225		A16030225		12/26/16		随意契約		1/10/17		齋木　武		齋木　武		1/20/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目717棟煙感知器修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区(K裁量)		0		0		1,652		（有）三田建設工業		A0E51SB51116F		A16033017		A16033017		1/24/17		随意契約		2/17/17		齋木　武		齋木　武		2/17/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-501宿舎修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区(K裁量)		0		0		358,992		（有）三田建設工業		A0E51SB51116F		A16025931		A16025931		11/22/16		随意契約		2/2/17		齋木　武		齋木　武		2/10/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟等廊下照明用スイッチ撤去その他工事		運交金-機構共通-高度情報利用推進室(一般)-物件費(K裁量)		0		0		28,080		メイデン（株）		A0E51SB64116F		A16029789				12/20/16		随意契約		1/20/17		城野　雅明		足立　伸一		1/27/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）1号館119室火災報知メッセージ表示機取設その他工事		運交金-機構共通-東海C運営費(一般)-物件費		0		0		559,440		金沢産業（株）		A0E51SB74106F		A16025553				11/16/16		随意契約		1/19/17		倉持　みゆき		山口　陽		1/27/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館北側玄関扉改修工事		運交金-機構共通-東海C運営費(一般)-物件費		0		0		1,522,800		ツクバメンテナンス（株）		A0E51SB74106F		A16031892		A16031892		1/23/17		随意契約		3/30/17		中島　幸一郎		山口　陽		3/17/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟監査室-監事室間扉取設工事		運交金-機構共通-監査室(一般)-物件費		0		0		21,440		(株)カタオカエンジニアリング		A0E51SB77106F		A16032915				1/13/17		随意契約		3/30/17		中島　幸一郎		粕谷　生乃		3/17/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟監査室-監事室間扉取設工事		運交金-機構共通-監査室(一般)-ドア取付工事(K裁量)		0		0		322,000		(株)カタオカエンジニアリング		A0E51SB77126F		A16032915				1/13/17		随意契約		3/30/17		中島　幸一郎		粕谷　生乃		3/17/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＥＲＬ開発棟電子銃用サーバー室等自動火災報知設備取設工事		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-保守費		0		0		334,800		能美防災(株) 茨城支社		A0EAALBe1106F		A16016630		A16016630		9/5/16		随意契約		10/3/16		倉持　みゆき		濁川　和幸		9/30/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール給水用仕切弁取設工事		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		72,360		㈱タケムラ		A0F01JBAa106F		A16032570		A16032570		1/23/17		随意契約		2/21/17		倉持　みゆき		髙橋　仁		2/16/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホール実験準備棟実験装置組立試験室ビニールハウス内感知器取設工事		運交金-J-PARC-High_p(J)-物件費		0		0		99,360		能美防災(株) 茨城支社		A0F01JBAh106F		A16029419		A16029419		12/21/16		随意契約		2/3/17		城野　雅明		小沢　恭一郎		1/31/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホールK1.8エリア検出器テントハウス自動火災報知設備取設工事		運交金-J-PARC-K1.8(J)-物件費		0		0		340,200		西山電気（株）		A0F01JBAk106F		A16018857		A16018857		9/15/16		随意契約		10/4/16		倉持　みゆき		高橋　俊行		10/7/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）1号館119室火災報知メッセージ表示機取設その他工事		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理		0		0		56,160		金沢産業（株）		A0F01JBD1126F		A16025553				11/16/16		随意契約		1/19/17		倉持　みゆき		山口　陽		1/27/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)放射線測定棟スロープ設置工事		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理		0		0		216,000		東康建設工業（株）		A0F01JBD1126F		A16032281		A16032281		1/17/17		随意契約		3/15/17		倉持　みゆき		長畔　誠司		3/15/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)ニュートリノ第１設備棟機械室電動シャッター補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		378,000		東康建設工業（株）		A0F01JBE2106F		A16000888		A16000888		4/8/16		随意契約		5/10/16		中島　幸一郎		佐倉　恭平		5/13/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟正面入り口自動扉補修その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		972,000		ナブコシステム(株)　茨城支店		A0F01JBE2106F		A16005017		A16005017		5/17/16		随意契約		8/4/16		佐藤　正和		府川　薫		8/19/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ﾊﾄﾞﾛﾝ搬入棟階段室扉改修その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		437,184		ツクバメンテナンス（株）		A0F01JBE2106F		A16007478				5/23/16		随意契約		8/25/16		佐藤　正和		府川　薫		9/30/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第２機械棟等遮蔽扉補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		907,200		(株)カタオカエンジニアリング		A0F01JBE2106F		A16006492		A16006492		4/26/16		随意契約		9/6/16		佐藤　正和		府川　薫		8/30/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第２搬入棟地下１階搬入ﾔｰﾄﾞ床等補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		172,800		(株)カタオカエンジニアリング		A0F01JBE2106F		A16006494		A16006494		5/26/16		随意契約		9/28/16		佐藤　正和		府川　薫		9/23/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟南側建具補修その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		907,200		ツクバメンテナンス（株）		A0F01JBE2106F		A16021247		A16021247		10/12/16		随意契約		1/13/17		倉持　みゆき		佐倉　恭平		2/14/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ実験準備棟西側高層部外壁補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		950,400		水戸屋建設(株)		A0F01JBE2106F		A16021248		A16021248		10/7/16		随意契約		11/28/16		倉持　みゆき		佐倉　恭平		1/24/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）加速器運転準備棟外部階段屋根樋取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		167,400		東康建設工業（株）		A0F01JBE2106F		A16019063		A16019063		9/13/16		随意契約		11/10/16		倉持　みゆき		鷺森　航太		10/28/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ﾆｭｰﾄﾘﾉ第一設備棟冷凍機室電動ｼｬｯﾀｰ補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		255,960		東康建設工業（株）		A0F01JBE2106F		A16030610		A16030610		12/22/16		随意契約		3/15/17		倉持　みゆき		佐倉　恭平		3/15/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン南実験棟屋外鉄骨階段滑り止め補修業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		340,200		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JBE2106F		A16036124		A16036124		2/10/17		随意契約		3/15/17		城野　雅明		山内　真也		3/15/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第２電源棟等非常灯用蓄電池他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		277,560		金沢産業（株）		A0F01JBE2206F		A16009516				6/6/16		随意契約		7/25/16		佐藤　正和		菊池　次男		7/22/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第２搬入棟MRトンネル用火災受信機電源基板他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		114,480		能美防災(株) 茨城支社		A0F01JBE2206F		A16014221		A16014221		7/27/16		随意契約		10/4/16		倉持　みゆき		千田　謙太郎		9/30/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第２搬入棟等エレベーターバッテリー他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		954,720		東芝エレベータ（株）東関東支社		A0F01JBE2206F		A16020262		A16020262		9/29/16		随意契約		3/22/17		倉持　みゆき		千田　謙太郎		3/10/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟等煙感知器点検口エレベーター停止スイッチ取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		556,200		東芝エレベータ（株）東関東支社		A0F01JBE2206F		A16022019		A16022019		10/17/16		随意契約		3/22/17		倉持　みゆき		千田　謙太郎		3/10/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第２電源棟等屋外コンセント取設他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		642,600		金沢産業（株）		A0F01JBE2206F		A16022657		A16022657		10/25/16		随意契約		12/22/16		倉持　みゆき		千田　謙太郎		12/16/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第１機械棟等メンテナンス架台部他蛍光灯取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		691,200		西山電気（株）		A0F01JBE2206F		A16024471		A16024471		11/10/16		随意契約		12/21/16		倉持　みゆき		千田　謙太郎		12/16/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第２電源棟火災受信機電源基板取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		193,320		能美防災(株) 茨城支社		A0F01JBE2206F		A16031761		A16031761		1/16/17		随意契約		3/22/17		倉持　みゆき		千田　謙太郎		3/10/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟エントランスホール等LED照明改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		768,960		西山電気（株）		A0F01JBE2206F		A16037006		A16037006		2/20/17		随意契約		3/22/17		倉持　みゆき		千田　謙太郎		3/17/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第２機械棟純水ポンプ（PPW－M２－１－１）電動機軸受取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		810,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0F01JBE2306F		A16001554		A16001554		4/20/16		随意契約		9/30/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		9/30/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟冷却塔（CT－HM1－6）量水器取設他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		386,640		㈱タケムラ		A0F01JBE2306F		A16004044		A16004044		5/6/16		随意契約		8/4/16		佐藤　正和		礒﨑　操		7/29/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟外気処理装置（AFU－TS－1）ドレン配管改修作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		442,800		第一鉄工(株)		A0F01JBE2306F		A16006414		A16006414		5/11/16		随意契約		7/29/16		佐藤　正和		礒﨑　操		7/29/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験施設上水配管水抜きバルブ取替他作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		70,200		第一鉄工(株)		A0F01JBE2306F		A16014465		A16014465		7/20/16		随意契約		8/9/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		8/9/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第２機械棟冷却水ポンプ（PCD－M２－１-８）取替他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		818,640		東洋プラント工業（株）		A0F01JBE2306F		A16016010		A16016010		8/9/16		随意契約		10/6/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/4/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲトンネル系統排気ダンパー修理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		972,000		（株）サンプラント		A0F01JBE2306F		A16016664		A16016664		8/17/16		随意契約		11/29/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		11/24/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第１機械棟冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ（PCD－M１－１ー１３，１５）取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		717,120		東洋プラント工業（株）		A0F01JBE2306F		A16017726		A16017726		8/22/16		随意契約		10/20/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/18/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟純水ポンプ（ＰＰＷ－Ｍ３－１－１）用電動機移設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		993,600		（株）サンプラント		A0F01JBE2306F		A16017772		A16017772		9/1/16		随意契約		9/27/16		倉持　みゆき		髙巣　友和		9/27/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MR第3電源棟サブトンネル空調機冷媒配管保温補修作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		174,960		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306F		A16021079		A16021079		9/30/16		随意契約		10/20/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/20/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟２階ホット機械室空調機（ＣＵ－ＨＭ１－１）用冷水管改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		982,800		㈱タケムラ		A0F01JBE2306F		A16021761		A16021761		10/3/16		随意契約		11/10/16		倉持　みゆき		髙巣　友和		11/10/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟空調機（ACP－NMー１）ドレン配管改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		122,040		㈱タケムラ		A0F01JBE2306F		A16023065		A16023065		10/21/16		随意契約		12/20/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		12/20/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン南実験棟排気風量測定ピトー管センサー取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		786,240		オーク設備工業（株）		A0F01JBE2306F		A16023181		A16023181		10/3/16		随意契約		12/27/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		12/22/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟排水ポンプ（PDU－HM２－２－２）動力盤電磁接触器取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		16,200		西山電気（株）		A0F01JBE2306F		A16034244		A16034244		1/24/17		随意契約		3/9/17		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/9/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟屋外スピーカ取設工事		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		0		0		96,120		金沢産業（株）		A0F01SBE1106F		A16030830		A16030830		1/17/17		随意契約		42795		倉持　みゆき		山口　陽		2/17/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟等非常照明その他取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-備品・消耗品・雑役務費		0		0		92,880		メイデン（株）		A1E51SB20206F		A16009549				6/7/16		随意契約		7/1/16		佐藤　正和		瀬谷　憲明		7/1/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設A号棟等鍵交換工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-備品・消耗品・雑役務費		0		0		1,831,680		(株)山三		A1E51SB20206F		A16027463		A16027463		11/28/16		随意契約		3/14/17		城野　雅明		吉原　裕一		3/15/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟管理人室等電話回線取設その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-施設維持費		0		0		63,828		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A1E51SB20306F		A16018482				9/6/16		随意契約		9/23/16		佐藤　正和		氏家　和輝		9/23/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設２号棟１階シャワー室改修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		950,400		古谷建設（株）		A1E51SB20506F		A16016933		A16016933		8/8/16		随意契約		9/26/16		倉持　みゆき		吉原　裕一		10/21/16

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ｂ号棟１０２室量水器取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		38,880		（有）佐藤管理工業		A1E51SB20506F		A16034307		A16034307		1/27/17		随意契約		2/10/17		中島　幸一郎		吉原　裕一		2/10/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設A・B・C号棟量水器取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		442,800		（有）佐藤管理工業		A1E51SB20506F		A16035248		A16035248		2/1/17		随意契約		2/24/17		中島　幸一郎		吉原　裕一		2/24/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟等非常用照明器具蓄電池取替その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		128,520		（株）須藤電気商会		A1E51SB20506F		A16039345				3/3/17		随意契約		3/24/17		倉持　みゆき		瀬谷　憲明		3/24/17

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設305号室クローゼット扉取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		100,440		東康建設工業（株）		A1E51SB21106F		A16012952		A16012952		7/27/16		随意契約		9/28/16		倉持　みゆき		塙　正広		9/23/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟地下１階実験盤取設その他工事		受託研費-放二-14D31 JST･SIP先端計測･木村-その他		0		0		402,840		（有）信濃電設		C2B126D3b066F		A16027306		A16027306		12/5/16		随意契約		2/10/17		倉持　みゆき		丹羽　尉博		2/10/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟地下4階防火ｼｬｯﾀｰ等改修工事		受託研費-施設部-つくば・防火ｼｬｯﾀｰ(間接・K裁量)-事業費		0		0		2,376,000		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		C2E31BkTa106F		A16032434		A16032434		1/19/17		随意契約		3/15/17		中島　幸一郎		佐倉　恭平		3/15/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研3号館3階会議室床改修工事		雑収入-素長-科研間接・素核研-所長		0		0		966,600		古谷建設（株）		CCA01Bk01016F		A16035466		A16035466		2/14/17		随意契約		3/14/17		中島　幸一郎		德宿　克夫		3/16/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟第６ﾏｼﾝ室等避難口誘導灯移設他工事		雑収入-管理局-情報基盤管理室(科間・K裁量)-事務電算		0		0		37,800		メイデン（株）		CCE41BkT3106F		A16037068				2/6/17		随意契約		3/7/17		中島　幸一郎		塚本　智		3/10/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター展示スペース広報室移転に伴う情報用コンセント取設その他工事		雑収入-機構共通-広報室(科間・K裁量)-引っ越し経費		0		0		453,600		（有）森田電気商会		CCE51BkT5016F		A16037345		A16037345		2/23/17		随意契約		3/24/17		中島　幸一郎		冨岡　淳子		3/27/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階メール室拡張その他工事		雑収入-機構共通-メール室拡大(科間・K裁量)-工事経費		0		0		233,280		ツクバメンテナンス（株）		CCE51BkT6016F		A16034457		A16034457		1/24/17		随意契約		42783		中島　幸一郎		鷺森　航太		3/10/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階メール室拡張に伴う電気設備工事		雑収入-機構共通-メール室拡大(科間・K裁量)-工事経費		0		0		197,640		（有）信濃電設		CCE51BkT6016F		A16034743		A16034743		2/3/17		随意契約		3/6/17		倉持　みゆき		伊藤　博		2/24/17

		P		①		移設撤去		高エネ研ＰＦ光源棟２階研究室（１）等空調機用電源改修工事		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		76,680		常伸電通システム（株）		I1B10PB021090		A16026382		A16026382		12/12/16		随意契約		2/27/17		倉持　みゆき		足立　伸一		3/27/17

		P		①		移設撤去		高エネ研ＭＲ・Ｄ２電源棟ＱＣＳ電源用実験盤取設その他工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-KEKB共通		0		0		20,520		メイデン（株）		I1C28BB011090		A16003323		A16003323		8/9/16		一般競争契約		10/31/16		佐藤　正和		大木　俊征		10/31/16

		P		①		その他修繕費		高エネ研テント倉庫膜張替工事		受託研費-施設部-ATFﾃﾝﾄ倉庫膜張替(間接・K裁量)-事業費		0		0		4,968,000		太陽工業(株)　（千葉市）		C2E31BkTb106I		A16027964		A16027964		12/7/16		随意契約（第一号）		2/17/17		廣瀬　欽一		松本　利男		2/17/17

		長 チョウ		①		その他修繕費		高エネ研筑波実験棟西側東屋改修工事		雑収入-管理局-人事労務課(科間・K裁量)-筑波実験棟前東屋柱修理		0		0		196,560		古谷建設（株）		CCE41BkT4106I		A16032941		A16032941		1/24/17		随意契約		3/1/17		倉持　みゆき		志村　利夫		3/13/17

		P		①		その他修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験施設屋外ＬＥＤ灯取設工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		490,320		西山電気（株）		I1F01JBAa106I		A16033742		A16033742		1/30/17		随意契約		3/22/17		中島　幸一郎		髙橋　仁		3/17/17

		P		①		工器備		高エネ研ＰＦ光源棟等構造生物学ストレージネットワーク用光ファイバーケーブル取設工事		その他補助金等-放二-16H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-設備備品費		0		0		602,640		常伸電通システム（株）		I0B12BH030606		A16016595		A16016595		10/13/16		一般競争契約		1/12/17		佐藤　正和		松垣　直宏		1/13/17

		P		①		備品費		高エネ研（東海）MR第３機械棟屋外LED灯取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		234,360		西山電気（株）		A0F01JBE22047		A16038746		A16038746		3/6/17		随意契約		3/22/17		倉持　みゆき		千田　謙太郎		3/24/17

		P		①		備品費		高エネ研ＡＲ北西棟喫煙所取設工事		運交金-放一・二-放射光(一般)-PF共通		0		0		486,000		(株）共進工業		A0B10SB081047		A16038470		A16038470		2/17/17		随意契約		3/15/17		倉持　みゆき		足立　伸一		3/15/17

		P		①		備品費		高エネ研ＫＥＫＢコントロール棟湯沸室空調機取設工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		378,000		カンキ工業（有）		A0C28BB011047		A16031918		A16031918		1/12/17		随意契約		2/10/17		中島　幸一郎		小磯　晴代		2/10/17

		P		①		備品費		高エネ研PF-AR西実験棟等フェンス取設その他工事		先端研究推進費-加七-光源運転経費(PF)-光源第5グループ		0		0		380,160		(株)カタオカエンジニアリング		I1C27PB031447		A16025194		A16025194		12/9/16		随意契約		1/27/17		廣瀬　欽一		濁川　和幸		1/27/17

		長 チョウ		①		構築物		高エネ研(東海)放射線モニター用観測孔取設工事		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理		0		0		2,268,000		（株）東京ソイルリサーチ　茨城営業所		A0F01JBD11204		A16006382		A16006382		4/27/16		随意契約		8/25/16		佐藤　正和		萩原　雅之		8/30/16

		P		①		構築物		高エネ研PF-AR西実験棟等フェンス取設その他工事		先端研究推進費-加七-光源運転経費(PF)-光源第5グループ		0		0		1,164,240		(株)カタオカエンジニアリング		I1C27PB031404		A16025194		A16025194		12/9/16		随意契約		1/27/17		廣瀬　欽一		濁川　和幸		1/27/17

		P		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF実験準備棟１階端末室鍵交換工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		20,520		(株)山三		A0B10PB02106B		A16023937		A16023937		11/11/16		随意契約		12/27/16		倉持　みゆき		足立　伸一		12/27/16

				①修繕費合計（一般） シュウゼンヒ ゴウケイ												175,552,465

		P		①		付設備		【資産登録】高エネ研ＰＦエネルギ－センタ－等冷温水発生機（ＲＢ－３）改修その他工事（設計業務含む）		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		648,000				A0E31BPB12003		0000508577-06				3/21/17

		長 チョウ		①		付設備		【資産登録】高エネ研ＰＦエネルギ－センタ－等冷温水発生機（ＲＢ－３）改修その他工事（設計業務含む）		運交金-施設部-PFエネセン・PF_AR改修費(一般)-工事費		0		0		8,543,548				A0E31SB851003		0000508577-06				3/21/17

		長 チョウ		①		その他修繕費		高エネ研第４低温棟等天井クレーン無線機取替その他修理		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-冷凍機維持経費		0		0		2,041,200		コネクレーンズ（株）		A0D13SB09116I		A16034563				1/31/17		随意契約		3/27/17		中島　幸一郎		品川　尚也		3/27/17

		P		①		その他修繕費		高エネ研第４低温棟等天井クレーン無線機取替その他修理		受託研費-施設部-日光実験棟ｸﾚｰﾝ(間接・K裁量)-事業費		0		0		1,825,200		コネクレーンズ（株）		C2E31BkT9106I		A16034563				1/31/17		随意契約		3/27/17		中島　幸一郎		品川　尚也		3/27/17

		P		①		構築物		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟ＤＰタンク点検架台取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		845,640		（株）サンプラント		A0F01JBE23004		A16025894		A16025894		11/14/16		随意契約		12/20/16		佐藤　正和		髙巣　友和		12/15/16

				①修繕費合計（特殊） シュウゼンヒ ゴウケイ												13,903,588

		P		②		他委託		高エネ研つくばキャンパスＥＳＣＯ事業導入可能性調査業務		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		972,000		(株)ピーエーシー環境モード		A0E31BPB11078		A16026675		A16026675		11/29/16		随意契約		2/10/17		倉持　みゆき		伊藤　博		1/31/17

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研開発共用棟煙突内ダイオキシン調査業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		183,600		（株）環境測定サービス		A0E31SB811078		A16018403		A16018403		9/12/16		随意契約		10/25/16		倉持　みゆき		髙橋　誠		12/9/16

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研３号館定期調査報告業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		486,000		（株）横須賀満夫建築設計事務所		A0E31SB811078		A16019223		A16019223		9/1/16		随意契約		12/16/16		倉持　みゆき		松本　利男		12/16/16

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研PS市水ポンプ室屋外市水配管腐食調査		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		280,800		（株）楠原管工業		A0E31SB813078		A16004363		A16004363		5/2/16		随意契約		5/23/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		5/23/16

		-		②		他委託		高エネ研（竹園）職員宿舎既設建屋図面作成業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		799,200		(株)友水設計		A0E51SB511078		A16014646		A16014646		5/23/16		随意契約		7/29/16		佐藤　正和		齋木　武		7/29/16

		-		②		他委託		高エネ研(吾妻）４丁目職員宿舎201棟煙突内アスベスト分析調査業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区(K裁量)		0		0		70,200		（株）環境測定サービス		A0E51SB511178		A16025890		A16025890		12/6/16		随意契約		12/28/16		倉持　みゆき		齋木　武		1/31/17

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研（東海）中央制御棟外壁タイル調査業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		201,960		東康建設工業（株）		A0F01JBE21078		A16000559		A16000559		4/6/16		随意契約		4/15/16		中島　幸一郎		髙橋　誠		4/27/16

		P		②		他委託		高エネ研（東海）ＭＲ第６電源棟建設に伴う保安林内作業許可申請に係る資料作成業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		399,600		（株）横須賀満夫建築設計事務所		A0F01JBE21078		A16036100		A16036100		2/8/17		随意契約		3/15/17		城野　雅明		山内　真也		3/15/17

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研（東海）構内PHS設定		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		99,360		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）		A0F01JBE22078		A16019390		A16019390		9/21/16		随意契約		10/14/16		倉持　みゆき		千田　謙太郎		10/14/16

		P		②		他委託		高エネ研（東海）MR第１電源棟等漏電調査その他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		34,560		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JBE22078		A16036388		A16036388		2/16/17		随意契約		3/9/17		倉持　みゆき		千田　謙太郎		3/10/17

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研（東海）構内PHS内線設定他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		85,644		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）		A0F01JBE22078		A16036385		A16036385		3/1/17		随意契約		3/17/17		倉持　みゆき		千田　謙太郎		3/17/17

		P		②		他委託		高エネ研（東海）MR第３機械棟排気ダンパ（MDーM３－３）取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		987,120		（株）サンプラント		A0F01JBE23078		A16000112		A16000112		4/1/16		随意契約		5/2/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		4/22/16

		P		②		他委託		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟純水精製装置（ＰＷＵ－ＨＭ２－１）樹脂取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		437,400		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JBE23078		A16000508		A16000508		4/4/16		随意契約		5/20/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		5/20/16

		P		②		他委託		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟送風機（FSーNM２－３）他ベルトカバー安全対策作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		324,000		第一鉄工(株)		A0F01JBE23078		A16002609		A16002609		4/26/16		随意契約		7/29/16		佐藤　正和		礒﨑　操		7/29/16

		P		②		他委託		高エネ研（東海）ニュートリノ搬入棟橋形クレーン調査		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		227,880		（株）神内電機製作所		A0F01JBE23078		A16026753		A16026753		11/21/16		随意契約		12/15/16		倉持　みゆき		髙巣　友和		12/15/16

		P		②		他委託		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟排気風量調査		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		529,200		（株）サンプラント		A0F01JBE23078		A16036709		A16036709		2/6/17		随意契約		3/2/17		中島　幸一郎		髙巣　友和		2/28/17

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研PF研究棟１階通路天井ボード劣化調査その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		616,680		高橋興業（株）		A0E31SB81106B		A16038992		A16038992		3/6/17		随意契約		3/15/17		倉持　みゆき		峯　秀介		3/15/17

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研計算機北棟中庭北側外壁剥離破損調査その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		433,080		高橋興業（株）		A0E31SB81106B		A16016195		A16016195		8/17/16		随意契約		8/24/16		倉持　みゆき		峯　秀介		8/24/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研第１工作棟加工室雨漏り調査その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		729,000		高橋興業（株）		A0E31SB81106B		A16020960		A16020960		10/6/16		随意契約		10/20/16		倉持　みゆき		峯　秀介		10/20/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		【予算変更】高エネ研無線整備保全業務A16012242		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		-507,600				A0E31BPB1106B		0000490765-02				11/1/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		【予算変更】高エネ研無線整備保全業務A16012242		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		507,600				A0E31SB81206B		0000490765-02				11/1/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（つくばキャンパス）PS P11冷却水ポンプ分解、組立、調整　一式		運交金-加六-PS維持(一般)-物件費		0		0		403,380		（株）増田鉄工場東京支店		A0C26SB11106B		A16037742		A16037742		1/27/17		随意契約		2/22/17		佐藤　正和		髙山　健		2/28/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）１号館１階１１９室空調機（ACP－T１－１７）熱交換器他取替作業		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		385,560		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SB82306B		A16020391		A16020391		9/28/16		随意契約		10/13/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/13/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）１号館２０６室空調機（ACP－Ｔ1－２）整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		237,600		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SB82306B		A16015258		A16015258		7/12/16		随意契約		8/25/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		8/25/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）１号館３階３１８室空調機（ACP－T1－6）他熱交換器等取替作業		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		550,800		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SB82306B		A16034778		A16034778		2/1/17		随意契約		3/9/17		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/9/17

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）１号館３階３２１室空調機（ＡＣＰーＴ１ー１７）プリント基板他取替作業		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		114,480		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31SB82306B		A16030362		A16030362		12/28/16		随意契約		1/19/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		1/17/17

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館出入管理設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		118,476		中央電子（株）　サービス事業部		A0E31SB82206B		A16000752		A16000752		4/1/16		随意契約		3/31/17		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/31/17

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		497,664		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31SB82206B		A16000757		A16000757		4/1/16		随意契約		3/31/17		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）J-PARC全所停電に伴う停復電操作その他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		182,520		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JBE2206B		A16010253		A16010253		6/20/16		随意契約		7/19/16		倉持　みゆき		千田　謙太郎		7/29/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第１機械棟外気処理装置（AFU－M１－１）他除塩フィルター取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		680,400		日進技研（株）		A0F01JBE2306B		A16017966		A16017966		9/1/16		随意契約		10/13/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/13/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟純水ポンプ（ＰＰＷ－Ｍ1－1－1）電動機軸受取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		810,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0F01JBE2306B		A16010572		A16010572		6/10/16		随意契約		9/29/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		9/29/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第１機械棟他ＰＬＣバッテリ取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		129,600		日本電技（株）つくば支店		A0F01JBE2306B		A16005829		A16005829		5/12/16		随意契約		10/4/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		9/30/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟脱酸素装置（PWU－M１－３）用溶存検出器校正作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		86,400		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JBE2306B		A16005737		A16005737		5/17/16		随意契約		7/29/16		佐藤　正和		礒﨑　操		7/29/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第１機械棟熱交換器（HE－M1－1－1）薬品洗浄作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		991,440		東鉱商事（株）　本社営業部		A0F01JBE2306B		A16018858		A16018858		9/12/16		随意契約		11/8/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		11/8/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海）MR第１機械棟熱交換器（HE－M１－1－２）薬品洗浄作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		991,440		東鉱商事（株）　本社営業部		A0F01JBE2306B		A16021157		A16021157		10/6/16		随意契約		1/19/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		1/19/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟冷却水ポンプ（ＰＣＤ－Ｍ１－１－１１）配管取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		293,760		第一鉄工(株)		A0F01JBE2306B		A16024298		A16024298		11/4/16		随意契約		12/22/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		12/22/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）MR第１電源棟コントロール室空調機（ACP－D1－２）ドレンアップキット取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		133,920		(株)アメニティ・ジャパン		A0F01JBE2306B		A16019316		A16019316		9/15/16		随意契約		10/20/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/20/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第１電源棟冷却水ポンプストレーナ清掃作業他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		163,080		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JBE2306B		A16009570		A16009570		6/6/16		随意契約		6/30/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		6/23/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第１電源棟冷却水ポンプストレーナ清掃作業他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		249,480		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JBE2306B		A16015749		A16015749		8/5/16		随意契約		8/25/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		8/25/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）MR第１搬入棟空調機（ACP－C1－３）インバーター組立品他取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		169,560		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16038932		A16038932		3/6/17		随意契約		3/21/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		3/21/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）MR第１搬入棟空調機（ACP－Ｃ１－４）整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		195,480		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16038567		A16038567		2/23/17		随意契約		3/21/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		3/21/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第2機械棟脱酸素装置（PWU－M２－２）溶存検出器校正他作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		264,600		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JBE2306B		A16017959		A16017959		8/29/16		随意契約		10/13/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/13/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第２機械棟熱交換器（HE－M2－１－１）薬品洗浄作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		991,440		東鉱商事（株）　本社営業部		A0F01JBE2306B		A16006518		A16006518		5/12/16		随意契約		9/1/16		佐藤　正和		礒﨑　操		8/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第２機械棟熱交換器（HE－M２－１－２）薬品洗浄作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		991,440		東鉱商事（株）　本社営業部		A0F01JBE2306B		A16009470		A16009470		6/7/16		随意契約		9/1/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		8/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第2機械棟熱交換器（HE－M2－1－3）薬品洗浄作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		991,440		東鉱商事（株）　本社営業部		A0F01JBE2306B		A16012592		A16012592		7/5/16		随意契約		10/20/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/20/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第２機械棟熱交換器（HE－M２－１－４）薬品洗浄作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		991,440		東鉱商事（株）　本社営業部		A0F01JBE2306B		A16016960		A16016960		8/21/16		随意契約		10/27/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/27/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第２機械棟排風機（FE－M２－２）他ベルトカバー安全対策作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		475,200		第一鉄工(株)		A0F01JBE2306B		A16009796		A16009796		6/8/16		随意契約		8/25/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		8/25/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第２機械棟排風機（ＦＥ－Ｍ２－２－２）電動機軸受取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		132,840		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16002776		A16002776		4/4/16		随意契約		7/29/16		佐藤　正和		礒﨑　操		7/29/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第２機械棟冷却塔（ＣＴ－Ｍ２－１－７）他整備作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		159,840		東洋プラント工業（株）		A0F01JBE2306B		A16010535		A16010535		6/20/16		随意契約		7/7/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		7/7/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第２電源棟純水ポンプ（ＰＰＷ－Ｄ２－１－１、２、３）電動機軸受取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		416,880		東洋プラント工業（株）		A0F01JBE2306B		A16016949		A16016949		8/18/16		随意契約		10/18/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/13/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第2電源棟純水精製装置（PWU－D2－1）樹脂（№1）取替他作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		656,100		理工科学（株）		A0F01JBE2306B		A16008817		A16008817		5/31/16		随意契約		7/28/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		7/28/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）MR第２搬入棟空調機（ACP－C2－1－1）液配管組立品他取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		324,000		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16032898		A16032898		1/17/17		随意契約		2/23/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		2/23/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）MR第２搬入棟空調機（ACP－C２－１ー５）整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		77,760		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16017612		A16017612		8/29/16		随意契約		9/20/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		9/20/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）MR第２搬入棟空調機（ACP－C２－２）整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		125,280		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16017229		A16017229		8/25/16		随意契約		9/13/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		9/13/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第２搬入棟等昇降機設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		1,916,460		東芝エレベータ（株）東関東支社		A0F01JBE2206B		A16008358				4/1/16		随意契約		3/31/17		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/31/17

		-		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第２搬入棟等昇降機設備保全業務		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		478,980		東芝エレベータ（株）東関東支社		A1E51SB21106B		A16008358				4/1/16		随意契約		3/31/17		中島　幸一郎		千田　謙太郎		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第３機械棟ダンパ制御調整		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		524,880		（株）サンプラント		A0F01JBE2306B		A16000498		A16000498		4/5/16		随意契約		5/20/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		5/20/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第３機械棟ホット機械室系統給気ダンパ（MD－M３－４）操作器取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		237,600		日本電技（株）つくば支店		A0F01JBE2306B		A16015487		A16015487		8/4/16		随意契約		8/30/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		8/30/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）MR第３機械棟純水ポンプ（PPW－M３－１－２）電動機軸受取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		810,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0F01JBE2306B		A16004024		A16004024		5/9/16		随意契約		9/30/16		佐藤　正和		礒﨑　操		9/30/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第３機械棟純水精製装置（PWU－M３－1）樹脂（№3,4）取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		378,000		理工科学（株）		A0F01JBE2306B		A16034209		A16034209		1/26/17		随意契約		3/21/17		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/21/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟熱交換器（HE－M３－１－３）薬品洗浄作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		991,440		東鉱商事（株）　本社営業部		A0F01JBE2306B		A16001052		A16001052		4/5/16		随意契約		8/4/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		7/29/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第３機械棟熱交換器（HE－M３－１－４）薬品洗浄作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		991,440		東鉱商事（株）　本社営業部		A0F01JBE2306B		A16004018		A16004018		5/9/16		随意契約		8/30/16		佐藤　正和		礒﨑　操		8/26/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第３機械棟風量指示調節計取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		64,800		日本電技（株）つくば支店		A0F01JBE2306B		A16026954		A16026954		12/1/16		随意契約		12/20/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		1/19/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟冷却塔（ＣＴ－Ｍ３－1－１２、１３）電動機軸受取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		216,000		東洋プラント工業（株）		A0F01JBE2306B		A16035486		A16035486		2/6/17		随意契約		3/9/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		3/9/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）MR第３機械棟冷水１次ポンプ（PC－M３－１－１、２、３）他整備作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		959,040		東洋プラント工業（株）		A0F01JBE2306B		A16024245		A16024245		10/25/16		随意契約		1/24/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		1/19/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）MR第３電源棟サブトンネル空調機（ACP－Ｄ３－３－１）整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		351,000		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16000504		A16000504		4/1/16		随意契約		5/31/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		5/20/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）MR第３電源棟サブトンネル系統空調機（ACP-D3－30ー1）圧縮機取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		369,360		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16023914		A16023914		11/4/16		随意契約		11/24/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		11/24/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）MR第３電源棟空調機（ＡＣＰ－D３－1－1）他整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		776,520		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16001741		A16001741		4/14/16		随意契約		6/30/16		佐藤　正和		礒﨑　操		6/24/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第３電源棟冷却水設備温度指示調節計取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		64,800		日本電技（株）つくば支店		A0F01JBE2306B		A16022971		A16022971		10/24/16		随意契約		12/20/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		12/20/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ｽｲｯﾁﾔｰﾄﾞEXP.J側溝整備業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		993,600		(株)カタオカエンジニアリング		A0F01JBE2106B		A16019446		A16019446		9/26/16		随意契約		10/20/16		倉持　みゆき		府川　薫		11/7/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ターゲットステーション棟純水ポンプ（ＰＣＤ－ＴＳ－３－１）メカニカルシール他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		589,680		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16018774		A16018774		9/5/16		随意契約		10/14/16		倉持　みゆき		髙巣　友和		10/14/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟汚水ポンプ逆止弁分解清掃作業他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		663,120		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JBE2306B		A16028658		A16028658		12/2/16		随意契約		12/27/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		12/27/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ニュートリノ第1設備棟冷却塔（ＣＴーＮＭ１－２）配管取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		542,160		（株）シミズ空調サービス		A0F01JBE2306B		A16015310		A16015310		8/1/16		随意契約		9/15/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		9/15/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ニュートリノ第2設備棟空調機（ＡＣＰ－ＮＭ2ー2－1）インバーター基板他取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		111,240		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16022963		A16022963		10/11/16		随意契約		11/24/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		11/24/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟空調機（ACP－NM２－２－４）整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		442,800		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16015738		A16015738		8/8/16		随意契約		9/6/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		9/6/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ニュートリノ第2設備棟冷水ポンプ用主軸取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		972,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		A0F01JBE2306B		A16017020		A16017020		8/25/16		随意契約		11/8/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		11/8/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟３次実験冷却水ポンプ取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		7,236,000		（株）増田鉄工場東京支店		A0F01JBE2306B		A16015227		A16015227		9/20/16		一般競争契約		10/20/16		廣瀬　欽一		髙巣　友和		10/20/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟外気処理装置（ＡＦＵ－ＮＭ３－1）ドレン配管改修作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		282,960		第一鉄工(株)		A0F01JBE2306B		A16010422		A16010422		6/8/16		随意契約		8/25/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		8/25/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第3設備棟給気フィルターユニット（AFU－NM３－1）用チャンバー内部塗装作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		216,000		第一鉄工(株)		A0F01JBE2306B		A16021569		A16021569		10/7/16		随意契約		11/10/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		11/10/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟露点温度演算器（HDZ－NU３－A,B)取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		144,720		日本電技（株）つくば支店		A0F01JBE2306B		A16028535		A16028535		12/13/16		随意契約		2/1/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		1/19/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）パッケージ形空調機その他保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		6,404,400		(株)アメニティ・ジャパン		A0F01JBE2306B		A16000846		A16000846		4/1/16		一般競争契約		3/31/17		中島　幸一郎		髙巣　友和		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第1機械棟空調モード切換時負圧過多調整作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		126,360		日本電技（株）つくば支店		A0F01JBE2306B		A16013593		A16013593		7/8/16		随意契約		8/18/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		8/18/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第1機械棟純水精製装置（ＰＷＵ－ＨＭ1－２）樹脂取替他作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		243,000		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JBE2306B		A16015351		A16015351		7/11/16		随意契約		8/25/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		8/25/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟送風機（FS－HM1－1）整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		339,120		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16019425		A16019425		9/5/16		随意契約		10/6/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/6/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟送風機（FS－HM1ー１）他ベルトカバー安全対策作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		889,920		第一鉄工(株)		A0F01JBE2306B		A16025515		A16025515		11/9/16		随意契約		1/19/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		1/19/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟他冷水温度検出器移設作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		324,000		日本電技（株）つくば支店		A0F01JBE2306B		A16014173		A16014173		7/14/16		随意契約		9/29/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		9/29/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海）ハドロン第１機械棟膨張タンク（TEX－HM1－６）安全弁取替他作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		498,960		オーク設備工業（株）		A0F01JBE2306B		A16001579		A16001579		4/11/16		随意契約		6/7/16		中島　幸一郎		礒﨑　操		5/27/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟給気フィルターユニット（AFU－HM２－１）用チャンバー内部塗装作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		373,680		第一鉄工(株)		A0F01JBE2306B		A16020425		A16020425		9/29/16		随意契約		11/24/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		11/24/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海）ハドロン第３機械棟排水ボックス結露防止保温材取付作業他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		106,920		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JBE2306B		A16039484		A16039484		3/1/17		随意契約		3/21/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		3/21/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海）ハドロン搬入棟空調機（ACPーHCー1)ドレンセンサー取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		103,680		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16039500		A16039500		3/8/17		随意契約		3/23/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		3/23/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）純水製造装置保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		3,326,400		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JBE2306B		A16000848		A16000848		4/1/16		随意契約		3/31/17		中島　幸一郎		髙巣　友和		3/31/17

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）設備管理棟給湯器インバーター基板取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		79,920		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16026655		A16026655		11/24/16		随意契約		12/15/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		12/15/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央監視装置点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		993,600		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		A0F01JBE2206B		A16012954		A16012954		8/1/16		随意契約		10/28/16		倉持　みゆき		千田　謙太郎		10/28/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研(東海）中央制御棟空調機（ACP －４）電動膨張弁他取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		46,440		(株)アメニティ・ジャパン		A0F01JBE2306B		A16019042		A16019042		9/14/16		随意契約		10/6/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/4/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）中央制御棟空調機（ACP－３－1－①）整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		280,800		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16005578		A16005578		5/10/16		随意契約		5/31/16		佐藤　正和		礒﨑　操		5/31/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）中央制御棟空調機（ＡＣＰ－３－１－②）整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		113,400		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16016065		A16016065		8/10/16		随意契約		9/1/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		9/1/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央制御棟男子便所大便器フラッシュバルブ取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		75,600		（株）シミズ空調サービス		A0E31SB82306B		A16005430		A16005430		5/16/16		随意契約		5/31/16		佐藤　正和		髙巣　友和		5/27/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央制御棟等仮設発電機運転業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		749,520		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JBE2206B		A16010254		A16010254		6/27/16		随意契約		7/19/16		倉持　みゆき		千田　謙太郎		7/22/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）長尺ビームライン実験施設空調機（ＡＣＰー２）プリント基板他取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		192,240		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16022550		A16022550		10/5/16		随意契約		11/10/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		11/10/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電動遮蔽扉等点検整備業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		936,360		（株）イトーキ　		A0F01JBE2106B		A16006510		A16006510		5/16/16		随意契約		8/26/16		佐藤　正和		府川　薫		9/26/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）東海１号館１Ｆ１１５室空調機（ＡＣＰ－Ｔ1－７）整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		45,900		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31SB82306B		A16017487		A16017487		8/26/16		随意契約		9/20/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		9/13/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）放射線測定棟給気フィルタユニット（AFU－RI－１）用チャンバー他整備作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		550,800		第一鉄工(株)		A0F01JBE2306B		A16018321		A16018321		8/30/16		随意契約		11/24/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		11/24/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）放送設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		455,760		TOAエンジニアリング（株）　東京営業所		A0F01JBE2206B		A16010643		A16010643		6/23/16		随意契約		9/16/16		倉持　みゆき		千田　謙太郎		9/16/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		743,040		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SB82206B		A16000803				4/1/16		一般競争契約		3/31/17		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/31/17

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		2,023,920		能美防災(株) 茨城支社		A0F01JBE2206B		A16000803				4/1/16		一般競争契約		3/31/17		佐藤　正和		千田　謙太郎		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研12M機械棟純水精製装置（12M-PWU-2他）樹脂取替		先端研究推進費-施設部-S-KEKB関連設備(B)-物件費		0		0		939,600		三浦工業（株）土浦営業所		I1E31BB01106B		A16028223		A16028223		12/8/16		随意契約		2/24/17		倉持　みゆき		清岡　翔吾		2/24/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研3M機械棟純水精製装置（3M-PWU-2他）樹脂取替		先端研究推進費-施設部-S-KEKB関連設備(B)-物件費		0		0		939,600		三浦工業（株）土浦営業所		I1E31BB01106B		A16027331		A16027331		10/17/16		随意契約		12/20/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		12/20/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研3号館211室アルミ建具開閉制御装置取設その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		125,280		(株)山三		A0E31SB81106B		A16011376		A16011376		6/27/16		随意契約		7/15/16		倉持　みゆき		佐倉　恭平		8/5/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研４号館ガスヒートポンプ空調設備保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,754,000		東京ガス（株）つくば支社		A0E31BPB1206B		A16000595		A16000595		4/1/16		随意契約		3/31/17		中島　幸一郎		品川　尚也		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研６Ｍ機械棟純水精製装置（６Ｍ－ＰＷＵ－２）樹脂取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		626,400		三浦工業（株）土浦営業所		A0E31BPB1206B		A16001336		A16001336		4/8/16		随意契約		5/31/16		佐藤　正和		丸山　雅史		5/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研9M・12M機械棟マグネット系統ストレーナー清掃その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		125,280		高橋興業（株）		A0E31BPB1206B		A16005478		A16005478		5/10/16		随意契約		5/30/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		5/30/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＡＲ北棟等機械室空気調和機（ＡＮ－ＡＣ－４）その他整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		820,800		三菱重工冷熱(株)筑波営業所		A0E31BPB1206B		A16027808		A16027808		12/12/16		随意契約		1/13/17		倉持　みゆき		丸山　雅史		1/20/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＥＲＬ開発棟エレベーター設備着床スイッチ他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		201,614		東芝エレベータ（株）東関東支社		A0E31BPB1106B		A16034310		A16034310		1/30/17		随意契約		3/24/17		倉持　みゆき		氏家　和輝		3/24/17

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＥＲＬ開発棟昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		498,960		東芝エレベータ（株）東関東支社		A0E31SB81206B		A16000255		A16000255		4/1/16		随意契約		3/31/17		中島　幸一郎		氏家　和輝		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区中央監視装置点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		993,600		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		A0E31BPB1106B		A16015148		A16015148		8/3/16		随意契約		10/28/16		倉持　みゆき		伊藤　博		10/28/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ筑波地区等屋外消火栓ホース取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		347,760		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SB81306B		A16033493		A16033493		1/27/17		随意契約		3/15/17		倉持　みゆき		清岡　翔吾		3/15/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研MR･3SM1補助機械棟空調機電磁接触器交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		436,320		高橋興業（株）		A0E31BPB1206B		A16033502		A16033502		2/6/17		随意契約		2/24/17		中島　幸一郎		清岡　翔吾		2/24/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研MR・9SM6補助機械棟等空調機（9SM6-AC-1）用電磁開閉器他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		193,320		（株）東邦製作所		A0E31BPB1206B		A16021083		A16021083		9/14/16		随意契約		10/28/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		10/28/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研MR・D2電源棟空冷式冷却塔（TM-CT-5-2）送風機モーターベアリング取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		378,000		空研工業（株）東京支店		A0E31BPB1206B		A16019760		A16019760		9/21/16		随意契約		11/18/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		11/18/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF-AR共同研究棟洗浄バルブ他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		22,680		(株)LIXILトータルサービス　北関東支店　北関東営業所		A0E31BPB1206B		A16021434		A16021434		10/17/16		随意契約		11/18/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		11/18/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンガス警報設備点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		434,808		三工サービス（株）		A0E31BPB1206B		A16010095		A16010095		6/14/16		随意契約		7/15/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		7/25/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研PFエネセン空気源装置（M6-CMP-1）電子ドレンバルブ取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		194,400		共和プラント工業（株）		A0E31BPB1206B		A16018060		A16018060		8/30/16		随意契約		10/14/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		10/14/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研PFエネセン冷水ポンプ（M6-PC-2）整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		961,200		㈱荏原製作所　つくば営業所		A0E31BPB1206B		A16005619		A16005619		5/2/16		随意契約		9/23/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		9/23/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研PFエネセン冷水ポンプ（M6-PC-3）主軸等取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		961,200		㈱荏原製作所　つくば営業所		A0E31BPB1206B		A16012735		A16012735		7/11/16		随意契約		9/28/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		9/28/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＰＦエネルギーセンター冷却塔（Ｍ６－ＣＴ－２）用空気式二方弁交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,890,000		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		A0E31BPB1206B		A16018016		A16018016		9/15/16		随意契約		3/24/17		廣瀬　欽一		丸山　雅史		3/24/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＰＦ光源棟機械室等空気調和機軸受その他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,633,200		三菱重工冷熱(株)筑波営業所		A0E31BPB1206B		A16014259		A16014259		8/30/16		随意契約		10/21/16		廣瀬　欽一		丸山　雅史		10/21/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF光源棟等2階男子便所洗浄バルブ他取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		42,120		(株)LIXILトータルサービス　北関東支店　北関東営業所		A0E31SB81306B		A16012723		A16012723		7/7/16		随意契約		8/5/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		8/5/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区計装用空気源装置点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,533,600		共和プラント工業（株）		A0E31BPB1206B		A16006166		A16006166		6/14/16		随意契約		8/25/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		8/26/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区中央監視装置点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		964,440		東芝電機サービス(株)		A0E31BPB1106B		A16015150		A16015150		8/4/16		随意契約		11/7/16		倉持　みゆき		伊藤　博		10/28/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF電源棟M7機械室漏電遮断器交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		257,040		高橋興業（株）		A0E31BPB1206B		A16021680		A16021680		10/3/16		随意契約		10/24/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		10/24/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF入射器棟M0機械室純水精製装置（M0-PWU-A-2他）エゼクター取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		544,320		ＮＥＣファシリティーズ(株)北関東ファシリティマネジメント事業部		A0E31BPB1206B		A16005405		A16005405		5/20/16		随意契約		8/19/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		8/22/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF入射器棟M1機械室冷却塔Vベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		92,880		高橋興業（株）		A0E31BPB1206B		A16009536		A16009536		6/6/16		随意契約		7/1/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		6/27/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF入射器棟等M1機械室純水精製装置（M1-PWU-C-1他）樹脂取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		846,720		ＮＥＣファシリティーズ(株)北関東ファシリティマネジメント事業部		A0E31BPB1206B		A16009906		A16009906		6/8/16		随意契約		7/27/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		8/8/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF入射器棟等M2機械室純水精製装置（M2-PWU-B-2他）樹脂取替		先端研究推進費-施設部-PF関連設備（PF)-物件費		0		0		766,800		ＮＥＣファシリティーズ(株)北関東ファシリティマネジメント事業部		I1E31PB03106B		A16027332		A16027332		11/14/16		随意契約		12/27/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		1/27/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＰＦ入射器棟冷却塔（Ｍ３-ＰＣＴ－Ｂ）部品取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,687,200		日本ビー・エー・シー（株）		A0E31BPB1206B		A16006746		A16006746		7/5/16		随意契約		10/14/16		廣瀬　欽一		丸山　雅史		10/14/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＳ地区共同溝等ガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		398,088		新コスモス電機（株）東日本支社		A0E31SB81306B		A16014256		A16014256		7/27/16		随意契約		8/19/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		8/19/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研パッケージ形空調機その他整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		918,000		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPB1206B		A16006744		A16006744		5/25/16		随意契約		5/31/16		佐藤　正和		小川　一弘		5/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研パッケージ形空調機その他保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		17,982,000		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPB1206B		A16000597		A16000597		4/1/16		一般競争契約		3/31/17		中島　幸一郎		品川　尚也		3/31/17

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研管理棟1階大会議室前男子便所等洗浄便座用バルブユニット他取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		52,920		（株）エムエス　つくば営業所		A0E31SB81306B		A16002104		A16002104		4/18/16		随意契約		5/13/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		5/13/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研構内電話交換機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		959,040		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		A0E31SB81206B		A16000253		A16000253		4/1/16		随意契約		3/31/17		佐藤　正和		氏家　和輝		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研構内防災監視装置ハードディスク取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		142,560		㈱富士通マーケティング		A0E31BPB1106B		A16028723		A16028723		1/16/17		随意契約		1/27/17		中島　幸一郎		瀬谷　憲明		1/27/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研受変電設備定期点検整備に伴う現場確認等		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		507,600		高橋興業（株）		A0E31BPB1106B		A16012374		A16012374		7/6/16		随意契約		8/17/16		倉持　みゆき		塚本　智		8/10/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研出入管理設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		2,214,000		中央電子（株）　サービス事業部		A0E31SB81206B		A16000251		A16000251		4/1/16		随意契約		3/31/17		中島　幸一郎		氏家　和輝		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研純水製造装置（FM-PWU-1）保守点検			運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		831,600		平成理研（株）		A0E31BPB1206B		A16000890		A16000890		4/1/16		随意契約		3/31/17		佐藤　正和		丸山　雅史		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研純水製造装置（FM-PWU-2）保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		833,760		三浦工業（株）土浦営業所		A0E31BPB1206B		A16000829		A16000829		4/1/16		随意契約		3/31/17		佐藤　正和		丸山　雅史		3/31/17

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端計測実験棟共同溝等ガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		999,000		光明理化学工業（株）		A0E31SB81306B		A16014253		A16014253		7/14/16		随意契約		9/5/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		9/9/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂実験棟機械室屋上膨張タンク電極ホルダー交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		190,080		高橋興業（株）		A0E31BPB1206B		A16031393		A16031393		1/6/17		随意契約		1/27/17		倉持　みゆき		清岡　翔吾		1/27/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研大穂実験棟機械室空調機（OM-AC-1）用リアクトル他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		615,600		（株）東邦製作所		A0E31BPB1206B		A16025590		A16025590		11/14/16		随意契約		1/27/17		倉持　みゆき		清岡　翔吾		1/27/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研大穂実験棟機械室冷水二次ポンプ（OM-CWP-4-2）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		664,200		山崎計装電設(株)		A0E31BPB1206B		A16008428		A16008428		5/25/16		随意契約		8/26/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		8/26/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟１階監視室固定電話機取替その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		237,600		高橋興業（株）		A0E31BPB1106B		A16034614		A16034614		2/1/17		随意契約		2/24/17		中島　幸一郎		塚本　智		2/24/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟2階機械室空調機Vベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		249,480		高橋興業（株）		A0E31BPB1206B		A16012908		A16012908		7/4/16		随意契約		7/25/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		7/25/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		6,894,720		日本エレベーター製造（株）		A0E31SB81206B		A16000256		A16000256		4/1/16		一般競争契約		3/31/17		中島　幸一郎		氏家　和輝		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟男子便所洗浄便座用コントロール基板他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		26,460		(株)LIXILトータルサービス　北関東支店　北関東営業所		A0E31BPB1206B		A16006465		A16006465		5/19/16		随意契約		6/6/16		佐藤　正和		清岡　翔吾		6/10/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電動遮蔽扉等点検整備業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		864,000		（株）イトーキ　		A0E31SB81106B		A16006512		A16006512		5/9/16		随意契約		8/26/16		佐藤　正和		府川　薫		9/26/16

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研日光機械棟屋内消火栓ポンプ（ＮＭ－ＦＰ－１）等整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		293,760		㈱荏原製作所　つくば営業所		A0E31SB81306B		A16001798		A16001798		4/12/16		随意契約		6/30/16		佐藤　正和		丸山　雅史		6/30/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研日光実験棟機械室純水ポンプ（NM-PWP-3-1）メカニカルシール他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,248,560		㈱荏原製作所　つくば営業所		A0E31BPB1206B		A16023293		A16023293		11/8/16		随意契約		3/10/17		廣瀬　欽一		清岡　翔吾		3/10/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研富士実験棟機械室インバータ盤（ＣＰ－２－３）整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		6,750,000		東テク（株）		A0E31BPB1206B		A16025322		A16025322		12/21/16		一般競争契約		3/10/17		城野　雅明		丸山　雅史		3/10/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研富士実験棟機械室純水ポンプ（ＦＭ－ＰＷＰ－２－２）整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,376,000		㈱荏原製作所　つくば営業所		A0E31BPB1206B		A16007893		A16007893		6/15/16		随意契約		10/21/16		廣瀬　欽一		清岡　翔吾		10/21/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研富士実験棟機械室未処理水ポンプ（FM-CP-1-1）メカニカルシール等取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		529,200		（株）増田鉄工場東京支店		A0E31BPB1206B		A16013548		A16013548		7/6/16		随意契約		9/23/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		9/23/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟等1階機械室制御盤内排気ファン交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		133,920		高橋興業（株）		A0E31BPB1206B		A16033504		A16033504		3/6/17		随意契約		3/15/17		倉持　みゆき		清岡　翔吾		3/15/17

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		1,736,640		日本オーチス・エレベータ（株）関東支店		A0E31SB81206B		A16000257		A16000257		4/1/16		随意契約		3/31/17		中島　幸一郎		氏家　和輝		3/31/17

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研放射線管理棟男子トイレ手洗い器漏水及び詰まり修理その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		29,430		高橋興業（株）		A0E31SB81306B		A16009535		A16009535		6/3/16		随意契約		7/1/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		6/24/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研放送設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		243,000		パナソニックシステムネットワークス（株）　関越社		A0E31SB81206B		A16015198		A16015198		8/4/16		随意契約		11/4/16		倉持　みゆき		瀬谷　憲明		10/31/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		17,431,200		能美防災(株) 茨城支社		A0E31SB81206B		A16008366				4/1/16		一般競争契約		3/31/17		中島　幸一郎		氏家　和輝		3/31/17

		-		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		928,800		能美防災(株) 茨城支社		A0E51SB51106B		A16008366				4/1/16		一般競争契約		3/31/17		中島　幸一郎		氏家　和輝		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研無線設備保全業務		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		507,600		日本テクニカル・サービス（株）東関東支社		A0E31BPB1106B		A16012242		A16012242		7/1/16		随意契約		8/2/16		倉持　みゆき		氏家　和輝		8/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研冷温水発生器等ばい煙測定		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		583,200		（株）飯塚		A0E31BPB1206B		A16000569		A16000569		4/1/16		随意契約		3/31/17		佐藤　正和		丸山　雅史		3/31/17

		-		②		建物及び附帯設備保守費		振替伝票0000484319に係る予算の振替		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		-42,724				A1E51SB20506B		492116				11/1/16

		-		②		建物及び附帯設備保守費		振替伝票0000484334に係る予算の振替		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		-140,054				A1E51SB20506B		492112				11/1/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		筑波大学・高エネ研・茨城大学・筑波技術大学・防災科研昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		628,128		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		A0E31SB81206B		A16005571				4/1/16		一般競争契約		3/31/17		中島　幸一郎		瀬谷　憲明		3/31/17

		-		②		建物及び附帯設備保守費		筑波大学・高エネ研・茨城大学・筑波技術大学・防災科研昇降機設備保全業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		542,160		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		A0E51SB51106B		A16005571				4/1/16		一般競争契約		3/31/17		中島　幸一郎		瀬谷　憲明		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		平成28年度実験排水浄化施設維持管理費　一式		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		-259,578				A0F01JBE2306B		0000505210-02				3/3/17

		-		②		建物及び附帯設備保守費		未払金計上伝票0000478495に係る予算の振替		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		42,724				A1E51SB20506B		484319				9/1/16

		-		②		建物及び附帯設備保守費		未払金計上伝票0000479835に係る予算の振替		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		140,054				A1E51SB20506B		484334				9/1/16

		P		②		研究装置保守点検費		高エネ研（東海）物質・生命科学実験施設ミュオン空冷設備保守点検		先端研究推進費-J-PARC-ミュオン実験(J)-物件費		0		0		2,160,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		I1F01JBB2106C		A16013535		A16013535		8/10/16		随意契約		10/18/16		廣瀬　欽一		河村　成肇		10/18/16

		P		②		研究装置保守点検費		高エネ研（東海）物質・生命科学実験施設ミュオン空冷用送風機ベアリング取替		先端研究推進費-J-PARC-ミュオン実験(J)-物件費		0		0		1,836,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		I1F01JBB2106C		A16013538		A16013538		8/10/16		随意契約		10/20/16		廣瀬　欽一		河村　成肇		10/20/16

		長 チョウ		②		消耗品		LEDランプ　10個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		6,480		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16021403		A16021403		10/6/16		随意契約		11/11/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		11/30/16

		P		②		消耗品		LED電球　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		198,342		首都圏電工(株)柏営業所		A0E31BPB11046		A16001854		A16001854		4/27/16		随意契約		5/17/16		佐藤　正和		塚本　智		5/20/16

		長 チョウ		②		消耗品		Ｍ３型中量棚　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		221,400		理工科学（株）		A0E31SB823046		A16022999		A16022999		10/24/16		随意契約		11/15/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		11/25/16

		P		②		消耗品		PC用ディスプレイ　1台		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		13,662		北原商事（株）		A0E31BPB11046		A16017256		A16017256		8/30/16		随意契約		9/6/16		倉持　みゆき		瀬谷　憲明		9/16/16

		P		②		消耗品		PHS子機　40台		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		829,440		首都圏電工(株)柏営業所		A0E31BPB11046		A16033754		A16033754		1/30/17		随意契約		2/16/17		中島　幸一郎		氏家　和輝		2/28/17

		長 チョウ		②		消耗品		ＰＨＳ子機　40台		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		829,440		首都圏電工(株)柏営業所		A0E31SB812046		A16040016		A16040016		3/15/17		随意契約		3/22/17		倉持　みゆき		氏家　和輝		3/30/17

		P		②		消耗品		PHS電池パック　100個		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		475,200		東陽工業（株）北関東支店		A0E31BPB11046		A16007237		A16007237		5/26/16		随意契約		6/6/16		佐藤　正和		氏家　和輝		6/30/16

		P		②		消耗品		PHS電池パック　200個		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		950,400		東陽工業（株）北関東支店		A0E31BPB11046		A16029836		A16029836		12/26/16		随意契約		1/6/17		倉持　みゆき		氏家　和輝		1/31/17

		P		②		消耗品		PYフィッティング		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		36,720		栗田工業（株）土浦営業所		A0E31BPB12046		A16009527		A16009527		6/7/16		随意契約		6/24/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		6/24/16

		長 チョウ		②		消耗品		UPS(無停電電源装置)用バッテリー　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		874,800		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		A0F01JBE22046		A16012423		A16012423		7/8/16		随意契約		8/31/16		倉持　みゆき		千田　謙太郎		9/30/16

		P		②		消耗品		Ｖベルト		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		15,422		古本機工（株）		A0E31BPB12046		A16005934		A16005934		5/18/16		随意契約		5/26/16		佐藤　正和		丸山　雅史		6/3/16

		長 チョウ		②		消耗品		Vベルト		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		26,870		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16009942		A16009942		6/14/16		随意契約		6/30/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		7/8/16

		長 チョウ		②		消耗品		Ｖベルト　10本		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		9,288		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16016040		A16016040		7/5/16		随意契約		8/25/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		8/31/16

		P		②		消耗品		Vベルト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		367,200		古本機工（株）		A0E31BPB12046		A16026542		A16026542		11/28/16		随意契約		12/26/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		12/26/16

		P		②		消耗品		Ｖベルト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		474,120		古本機工（株）		A0E31BPB12046		A16037626		A16037626		2/23/17		随意契約		3/7/17		倉持　みゆき		丸山　雅史		3/8/17

		長 チョウ		②		消耗品		Ｖベルト　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		387,720		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16009235		A16009235		6/7/16		随意契約		6/30/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		7/22/16

		長 チョウ		②		消耗品		Ｖベルト　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		29,980		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16020295		A16020295		9/29/16		随意契約		10/11/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/21/16

		長 チョウ		②		消耗品		Ｖベルト　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		82,620		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16027139		A16027139		11/24/16		随意契約		12/22/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		12/27/16

		長 チョウ		②		消耗品		Ｙ型ストレーナー用スクリーン　4個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		79,920		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16017820		A16017820		9/2/16		随意契約		9/23/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/14/16

		長 チョウ		②		消耗品		アスペンラッカースプレー　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		7,290		理工科学（株）		A0E31SB823046		A16028747		A16028747		12/12/16		随意契約		12/21/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		1/6/17

		長 チョウ		②		消耗品		アスペンラッカースプレー　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		7,560		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16033632		A16033632		1/24/17		随意契約		2/23/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		2/24/17

		長 チョウ		②		消耗品		インターホンバッテリー　1個		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		3,780		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31SB822046		A16009586		A16009586		6/13/16		随意契約		10/11/16		倉持　みゆき		菊池　次男		10/31/16

		P		②		消耗品		インバーター　１個		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		35,100		北原商事（株）		A0E31BPB12046		A16033676		A16033676		1/26/17		随意契約		2/3/17		中島　幸一郎		丸山　雅史		2/17/17

		長 チョウ		②		消耗品		エアフィルター組立品　12セット		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		97,200		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE23046		A16015510		A16015510		7/14/16		随意契約		9/6/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		9/9/16

		長 チョウ		②		消耗品		エコソルト　100袋		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		151,200		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JBE23046		A16025948		A16025948		11/18/16		随意契約		12/20/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		12/22/16

		長 チョウ		②		消耗品		オールアンカー　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		17,280		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16024284		A16024284		11/7/16		随意契約		11/15/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		12/16/16

		P		②		消耗品		グランドパッキン　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		118,200		北原商事（株）		A0E31BPB12046		A16021312		A16021312		10/7/16		随意契約		10/17/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		11/4/16

		長 チョウ		②		消耗品		グリスニップル　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		8,100		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16031172		A16031172		1/6/17		随意契約		1/26/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		1/31/17

		長 チョウ		②		消耗品		ｹｰﾌﾞﾙﾀｲ　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		75,600		首都圏電工(株)柏営業所		A0F01JBE22046		A16022056		A16022056		10/18/16		随意契約		11/17/16		倉持　みゆき		菊池　次男		12/16/16

		P		②		消耗品		コードレス電話機　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		461,268		首都圏電工(株)柏営業所		A0E31BPB11046		A16034440		A16034440		2/2/17		随意契約		2/22/17		倉持　みゆき		塚本　智		3/24/17

		P		②		消耗品		サーモラベル　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		742,608		首都圏電工(株)柏営業所		A0E31BPB11046		A16017853		A16017853		9/14/16		随意契約		10/17/16		倉持　みゆき		塚本　智		10/21/16

		長 チョウ		②		消耗品		シリコンシーラント　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		9,990		橋本機工金物（株）		A0F01JBE23046		A16035676		A16035676		2/8/17		随意契約		2/27/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		2/28/17

		長 チョウ		②		消耗品		スクリーン　２個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		74,520		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16005825		A16005825		5/18/16		随意契約		6/3/16		佐藤　正和		礒﨑　操		6/10/16

		長 チョウ		②		消耗品		ステンレスドラム缶オープン缶　2缶		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		109,080		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16034439		A16034439		1/31/17		随意契約		2/7/17		中島　幸一郎		礒﨑　操		2/28/17

		長 チョウ		②		消耗品		ｽﾃﾝﾚｽ浅型パット		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		76,680		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16000776		A16000776		4/11/16		随意契約		4/20/16		佐藤　正和		礒﨑　操		4/28/16

		長 チョウ		②		消耗品		ストレーナースクリーン		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		233,280		北原商事（株）		A0F01JBE23046		A16016996		A16016996		8/26/16		随意契約		9/13/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		9/30/16

		長 チョウ		②		消耗品		データーロガー付温度計　２個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		47,520		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16007842		A16007842		5/25/16		随意契約		6/7/16		倉持　みゆき		髙巣　友和		6/17/16

		長 チョウ		②		消耗品		デジタル回転計　1台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		17,280		橋本機工金物（株）		A0F01JBE23046		A16036791		A16036791		2/16/17		随意契約		2/27/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		2/28/17

		長 チョウ		②		消耗品		デジタル指示調節計　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		915,408		日本電技（株）つくば支店		A0F01JBE23046		A16021120		A16021120		10/6/16		随意契約		12/6/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		12/20/16

		長 チョウ		②		消耗品		ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節計　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		415,584		日本電技（株）つくば支店		A0F01JBE23046		A16023560		A16023560		11/1/16		随意契約		12/6/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		12/26/16

		P		②		消耗品		トナーカートリッジ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		335,880		首都圏電工(株)柏営業所		A0E31BPB11046		A16024220		A16024220		11/24/16		随意契約		12/21/16		倉持　みゆき		塚本　智		1/13/17

		長 チョウ		②		消耗品		ドライヤー　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		8,985		(株)アメニティ・ジャパン		A0F01JBE23046		A16035249		A16035249		1/30/17		随意契約		3/7/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		3/17/17

		長 チョウ		②		消耗品		ドレンアップキット　2個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		104,760		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE23046		A16026083		A16026083		11/24/16		随意契約		12/6/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		12/26/16

		P		②		消耗品		ノートパソコンバッテリー　1個		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		3,780		デル（株）		A0E31BPB11046		A16013878		A16013878		7/21/16		随意契約		7/26/16		倉持　みゆき		瀬谷　憲明		8/31/16

		長 チョウ		②		消耗品		ハードディスク　3台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		907,200		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		A0F01JBE22046		A16020253		A16020253		9/30/16		随意契約		12/28/16		倉持　みゆき		千田　謙太郎		1/27/17

		長 チョウ		②		消耗品		プリンタートナー　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		230,364		理工科学（株）		A0F01JBE22046		A16022049		A16022049		10/18/16		随意契約		11/11/16		倉持　みゆき		菊池　次男		12/16/16

		P		②		消耗品		フレキシブルスネークワイヤー　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		265,464		古本機工（株）		A0E31BPB12046		A16020671		A16020671		9/29/16		随意契約		10/12/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		10/31/16

		P		②		消耗品		プレフィルタ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		155,088		日進技研（株）		A0E31BPB12046		A16025918		A16025918		11/14/16		随意契約		12/20/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		1/27/17

		P		②		消耗品		プレフィルタ枠　１枚		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		6,264		日進技研（株）		A0E31BPB12046		A16021311		A16021311		10/6/16		随意契約		10/28/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		11/4/16

		長 チョウ		②		消耗品		ポケットタイプＰＨ計　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		32,940		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16039664		A16039664		3/13/17		随意契約		3/21/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		3/30/17

		P		②		消耗品		マルチハロゲンランプ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		421,206		首都圏電工(株)柏営業所		A0E31BPB11046		A16039485		A16039485		3/13/17		随意契約		3/22/17		倉持　みゆき		塚本　智		3/30/17

		P		②		消耗品		メタルハライドランプ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		201,170		(株)パブリック商会		A0E31BPB11046		A16009713		A16009713		6/13/16		随意契約		6/24/16		倉持　みゆき		塚本　智		7/15/16

		長 チョウ		②		消耗品		メモリバッテリ　4個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		25,920		東芝電機サービス(株)		A0F01JBE22046		A16002354		A16002354		4/26/16		随意契約		7/14/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		7/8/16

		長 チョウ		②		消耗品		ラインテープ　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		46,440		理工科学（株）		A0E31SB823046		A16037271		A16037271		2/16/17		随意契約		3/9/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		3/10/17

		P		②		消耗品		ランプチェンジャー(高所ランプ交換器具)セット　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		284,580		首都圏電工(株)柏営業所		A0E31BPB11046		A16012050		A16012050		7/6/16		随意契約		8/18/16		倉持　みゆき		塚本　智		8/19/16

		長 チョウ		②		消耗品		レーザーポインター　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		8,575		橋本機工金物（株）		A0F01JBE23046		A16039491		A16039491		3/3/17		随意契約		3/23/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		3/30/17

		長 チョウ		②		消耗品		圧力計配管パッキン　50枚		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		4,590		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16019820		A16019820		9/20/16		随意契約		10/11/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/14/16

		長 チョウ		②		消耗品		汚水ポンプ　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		68,580		北原商事（株）		A0E31SB823046		A16022504		A16022504		10/20/16		随意契約		11/8/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		11/21/16

		P		②		消耗品		温湿度計		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		131,760		古本機工（株）		A0E31BPB12046		A16008736		A16008736		7/22/16		随意契約		7/26/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		7/26/16

		長 チョウ		②		消耗品		監視端末バッテリー　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		988,200		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		A0F01JBE22046		A16027560		A16027560		12/13/16		随意契約		3/17/17		倉持　みゆき		千田　謙太郎		3/17/17

		P		②		消耗品		記録紙　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		351,000		日本電計（株）茨城営業所		A0E31BPB11046		A16034684		A16034684		2/17/17		随意契約		3/15/17		倉持　みゆき		塚本　智		3/24/17

		長 チョウ		②		消耗品		逆浸透膜装置　3本		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		988,200		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JBE23046		A16017796		A16017796		8/21/16		随意契約		9/29/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/7/16

		長 チョウ		②		消耗品		吸水バッグ(アクアボーイ)　2箱		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		56,160		理工科学（株）		A0E31SB823046		A16018875		A16018875		9/13/16		随意契約		10/11/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/11/16

		P		②		消耗品		蛍光ランプ		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		163,500		(株)パブリック商会		A0E31BPB11046		A16012049		A16012049		7/5/16		随意契約		7/15/16		倉持　みゆき		塚本　智		7/27/16

		P		②		消耗品		蛍光ランプ　1000本		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		209,000		(株)パブリック商会		A0E31BPB11046		A16021077		A16021077		10/6/16		随意契約		10/13/16		倉持　みゆき		塚本　智		10/28/16

		P		②		消耗品		蛍光ランプ　500本		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		104,500		(株)パブリック商会		A0E31BPB11046		A16017203		A16017203		8/30/16		随意契約		9/6/16		倉持　みゆき		塚本　智		9/15/16

		長 チョウ		②		消耗品		蛍光ランプ　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		536,000		(株)パブリック商会		A0E31SB812046		A16040191		A16040191		3/21/17		随意契約		3/23/17		倉持　みゆき		塚本　智		3/30/17

		P		②		消耗品		蛍光灯　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		209,000		(株)パブリック商会		A0E31BPB11046		A16034124		A16034124		1/30/17		随意契約		2/8/17		倉持　みゆき		塚本　智		2/17/17

		長 チョウ		②		消耗品		蛍光灯　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		226,826		(株)パブリック商会		A0F01JBE22046		A16008304		A16008304		6/9/16		随意契約		6/27/16		倉持　みゆき		菊池　次男		7/5/16

		P		②		消耗品		蛍光灯ベースライト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		334,530		北原商事（株）		A0E31BPB12046		A16016926		A16016926		8/18/16		随意契約		9/12/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		9/16/16

		長 チョウ		②		消耗品		蛍光灯ランプ　500本		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		48,600		首都圏電工(株)柏営業所		A0F01JBE22046		A16014260		A16014260		7/28/16		随意契約		8/24/16		倉持　みゆき		菊池　次男		8/31/16

		P		②		消耗品		光電式煙感知器		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		759,240		首都圏電工(株)柏営業所		A0E31BPB11046		A16036917		A16036917		2/17/17		随意契約		2/22/17		倉持　みゆき		氏家　和輝		2/28/17

		長 チョウ		②		消耗品		光電式煙感知器　他　		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		472,581		首都圏電工(株)柏営業所		A0F01JBE22046		A16039143		A16039143		3/8/17		随意契約		3/23/17		倉持　みゆき		千田　謙太郎		3/30/17

		P		②		消耗品		高圧加湿用ベーン　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		101,250		北原商事（株）		A0E31BPB12046		A16030666		A16030666		1/6/17		随意契約		1/20/17		倉持　みゆき		丸山　雅史		1/27/17

		長 チョウ		②		消耗品		高周波Hｆ蛍光灯　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		373,210		(株)パブリック商会		A0F01JBE22046		A16031371		A16031371		1/10/17		随意契約		1/27/17		倉持　みゆき		菊池　次男		2/24/17

		長 チョウ		②		消耗品		作業台　2台		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		30,240		理工科学（株）		A0E31SB823046		A16029959		A16029959		12/22/16		随意契約		1/13/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		1/27/17

		P		②		消耗品		三極連動カットアウト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		970,002		日本高圧電気（株）		A0E31BPB11046		A16015610		A16015610		8/29/16		随意契約		9/14/16		倉持　みゆき		塚本　智		10/14/16

		P		②		消耗品		三極連動カットアウト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		979,236		日本高圧電気（株）		A0E31BPB11046		A16020292		A16020292		10/6/16		随意契約		11/11/16		倉持　みゆき		塚本　智		11/18/16

		P		②		消耗品		三極連動カットアウト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		989,442		日本高圧電気（株）		A0E31BPB11046		A16032870		A16032870		1/24/17		随意契約		3/15/17		中島　幸一郎		塚本　智		3/15/17

		P		②		消耗品		三極連動型高圧カットアウト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		995,598		日本高圧電気（株）		A0E31BPB11046		A16026860		A16026860		12/1/16		随意契約		1/20/17		倉持　みゆき		塚本　智		1/27/17

		P		②		消耗品		自動給油機		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		36,720		古本機工（株）		A0E31BPB12046		A16001889		A16001889		4/21/16		随意契約		5/9/16		佐藤　正和		丸山　雅史		5/13/16

		P		②		消耗品		集合形漏電検出装置　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		127,872		首都圏電工(株)柏営業所		A0E31BPB11046		A16038540		A16038540		3/3/17		随意契約		3/22/17		倉持　みゆき		塚本　智		3/29/17

		長 チョウ		②		消耗品		伸縮継手　1個		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		486,000		(株）山一		A0E31SB823046		A16028259		A16028259		12/1/16		随意契約		2/28/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		3/9/17

		P		②		消耗品		制御弁式据置鉛蓄電池　36個		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		291,600		東神電池工業（株）		A0E31BPB11046		A16013939		A16013939		7/25/16		随意契約		8/26/16		倉持　みゆき		瀬谷　憲明		8/31/16

		長 チョウ		②		消耗品		脱気モジュール		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		947,160		（株）環境テクノス　（和歌山県）		A0F01JBE23046		A16002576		A16002576		4/12/16		随意契約		6/24/16		佐藤　正和		礒﨑　操		7/29/16

		長 チョウ		②		消耗品		脱気モジュール　2本		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		947,160		（株）環境テクノス　（和歌山県）		A0F01JBE23046		A16023390		A16023390		10/25/16		随意契約		11/29/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		1/19/17

		P		②		消耗品		窒素ガス		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		84,240		（株）サイサン　つくば営業所		A0E31BPB12046		A16005885		A16005885		5/18/16		随意契約		6/10/16		佐藤　正和		丸山　雅史		6/10/16

		P		②		消耗品		窒素ガス　11本		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		35,640		（株）サイサン　つくば営業所		A0E31BPB12046		A16030411		A16030411		12/20/16		随意契約		2/2/17		倉持　みゆき		丸山　雅史		2/3/17

		P		②		消耗品		窒素ガス　18本		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		58,320		（株）サイサン　つくば営業所		A0E31BPB12046		A16016924		A16016924		8/4/16		随意契約		9/29/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		9/30/16

		長 チョウ		②		消耗品		中空糸膜モジュール　2本		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		777,600		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JBE23046		A16017326		A16017326		8/21/16		随意契約		10/17/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/28/16

		長 チョウ		②		消耗品		中空糸膜モジュール　２本		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		777,600		三浦工業（株）水戸営業所		A0F01JBE23046		A16024411		A16024411		11/7/16		随意契約		12/15/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		12/23/16

		長 チョウ		②		消耗品		貯水タンク　8個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		207,360		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16012366		A16012366		7/1/16		随意契約		7/21/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		7/29/16

		P		②		消耗品		直管蛍光灯　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		20,498		古本機工（株）		A0E31BPB12046		A16014052		A16014052		7/13/16		随意契約		7/26/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		8/5/16

		P		②		消耗品		直流電源装置　1台		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		103,680		日本電計（株）茨城営業所		A0E31BPB11046		A16037744		A16037744		2/24/17		随意契約		3/15/17		倉持　みゆき		氏家　和輝		3/15/17

		長 チョウ		②		消耗品		墜落阻止器　3台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		82,620		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16016436		A16016436		8/22/16		随意契約		8/30/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/7/16

		長 チョウ		②		消耗品		墜落阻止器具台付けロープ　3本		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		4,050		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16018605		A16018605		9/12/16		随意契約		9/23/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/12/16

		P		②		消耗品		転倒防止伸縮棒　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		127,440		北原商事（株）		A0E31BPB11046		A16035935		A16035935		2/10/17		随意契約		2/22/17		倉持　みゆき		塚本　智		3/10/17

		長 チョウ		②		消耗品		東洋バルヴ　２個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		135,000		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16000775		A16000775		4/11/16		随意契約		5/19/16		佐藤　正和		礒﨑　操		5/27/16

		P		②		消耗品		白紙ストックフォーム　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		615,600		北原商事（株）		A0E31BPB12046		A16009337		A16009337		6/6/16		随意契約		7/21/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		7/21/16

		長 チョウ		②		消耗品		微差圧発信器　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		218,160		オーク設備工業（株）		A0F01JBE23046		A16020570		A16020570		9/24/16		随意契約		11/22/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		11/22/16

		P		②		消耗品		変圧器用ハンドホールパッキン		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		970,488		藤井産業（株）つくば支店		A0E31BPB11046		A16008281		A16008281		6/1/16		随意契約		7/19/16		倉持　みゆき		塚本　智		7/27/16

		P		②		消耗品		変換器　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		852,174		藤井産業（株）つくば支店		A0E31BPB11046		A16022146		A16022146		10/26/16		随意契約		11/10/16		倉持　みゆき		塚本　智		11/25/16

		長 チョウ		②		消耗品		保護枠付温度計　1個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		23,760		北原商事（株）		A0F01JBE23046		A16017223		A16017223		8/26/16		随意契約		9/23/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		10/14/16

		長 チョウ		②		消耗品		防じんマスク　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		49,896		（株）千代田テクノル　茨城営業所		A0F01JBE23046		A16038568		A16038568		2/23/17		随意契約		3/21/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		3/24/17

		P		②		消耗品		埋込コンセント　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		92,988		首都圏電工(株)柏営業所		A0E31BPB11046		A16008850		A16008850		6/17/16		随意契約		7/13/16		倉持　みゆき		塚本　智		7/15/16

		P		②		消耗品		無停電電源装置　1台		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		18,014		藤井産業（株）つくば支店		A0E31BPB11046		A16013940		A16013940		7/25/16		随意契約		8/23/16		倉持　みゆき		瀬谷　憲明		8/31/16

		長 チョウ		②		消耗品		薬液注入ポンプ		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		92,880		栗田工業（株）土浦営業所		A0F01JBE23046		A16009376		A16009376		4/14/16		随意契約		6/30/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		6/30/16

		長 チョウ		②		消耗品		薬注装置部品　1本		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		14,040		栗田工業（株）土浦営業所		A0F01JBE23046		A16017225		A16017225		8/29/16		随意契約		9/30/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		9/30/16

		長 チョウ		②		消耗品		有孔ゴムマット　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		70,200		北原商事（株）		A0F01JBE23046		A16034741		A16034741		2/1/17		随意契約		3/2/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		3/3/17

		長 チョウ		②		消耗品		冷却水ブロー調節器　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		77,220		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16020768		A16020768		10/3/16		随意契約		10/18/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		11/11/16

		長 チョウ		②		消耗品		冷却水薬液　65箱		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		982,800		理工科学（株）		A0F01JBE23046		A16021491		A16021491		10/11/16		随意契約		11/11/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		11/11/16

		P		②		消耗品		冷却水用水処理剤　400kg		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		864,000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		A0E31BPB12046		A16015292		A16015292		7/19/16		随意契約		8/9/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		9/2/16

		P		②		消耗品		冷却塔水処理剤　250kg		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		540,000		パナソニック産機システムズ(株)　首都圏支店		A0E31BPB12046		A16033664		A16033664		2/24/17		随意契約		3/8/17		倉持　みゆき		丸山　雅史		3/10/17

		P		②		消耗品		冷却塔水処理剤　360kg		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		855,360		三綱（株）		A0E31BPB12046		A16036699		A16036699		1/30/17		随意契約		2/22/17		城野　雅明		丸山　雅史		2/24/17

		P		②		消耗品		冷却塔水処理剤　400kg		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		950,400		三綱（株）		A0E31BPB12046		A16015299		A16015299		7/13/16		随意契約		8/19/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		8/26/16

		P		②		消耗品		冷却塔水処理剤　400kg		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		864,000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		A0E31BPB12046		A16033284		A16033284		1/25/17		随意契約		2/20/17		倉持　みゆき		丸山　雅史		2/24/17

		P		②		消耗品		冷却塔水処理剤　460kg		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		993,600		パナソニック産機システムズ(株)　首都圏支店		A0E31BPB12046		A16020322		A16020322		9/29/16		随意契約		10/6/16		倉持　みゆき		丸山　雅史		10/28/16

		P		②		消耗品		冷却塔防食剤		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		432,000		三綱（株）		A0E31BPB12046		A16001340		A16001340		4/11/16		随意契約		5/19/16		佐藤　正和		丸山　雅史		5/20/16

		長 チョウ		②		消耗品		冷却塔薬液		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		622,080		東鉱商事（株）　本社営業部		A0F01JBE23046		A16017659		A16017659		9/1/16		随意契約		9/15/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		9/30/16

		長 チョウ		②		消耗品		冷却塔薬液　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		497,664		東鉱商事（株）　本社営業部		A0E31SB823046		A16039857		A16039857		3/10/17		随意契約		3/27/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		3/30/17

		長 チョウ		②		消耗品		冷却塔用薬液		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		967,680		栗田工業（株）土浦営業所		A0F01JBE23046		A16017123		A16017123		8/22/16		随意契約		9/6/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		9/30/16

		P		②		消耗品		連結管（銅管）　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		52,272		（株）巴商会学園都市営業所		A0E31BPB12046		A16007896		A16007896		5/23/16		随意契約		6/22/16		佐藤　正和		丸山　雅史		6/24/16

				②点検保守費合計（一般） テンケン ホシュ ヒ ゴウケイ												205,352,043

		P		②		他委託		高エネ研中央受電棟2階制御室147kV継電器盤H27-R調査及び復帰操作その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		402,300		高橋興業（株）		A0E31BPB11078		A16000419		A16000419		5/2/16		随意契約		5/27/16		佐藤　正和		塚本　智		5/27/16

		P		②		他委託		高エネ研受変電設備定期点検整備に伴う操作等		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		992,520		高橋興業（株）		A0E31BPB11078		A16012753		A16012753		7/20/16		随意契約		8/26/16		倉持　みゆき		塚本　智		8/26/16

		P		②		他委託		高エネ研中央変電所送電線支持碍子取替工事に伴う現場確認その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		93,960		高橋興業（株）		A0E31BPB11078		A16038418		A16038418		3/1/17		随意契約		3/17/17		倉持　みゆき		塚本　智		3/17/17

		P		②		他委託		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２廃液回収作業		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		572,400		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31BPB12078		A16013300		A16013300		7/15/16		随意契約		8/31/16		倉持　みゆき		小川　一弘		8/31/16

		P		②		他委託		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２冷媒アンモニア除去作業		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		853,200		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31BPB12078		A16012500		A16012500		7/7/16		随意契約		8/31/16		倉持　みゆき		小川　一弘		8/31/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ・第１機械棟空冷チラー（ＲＲ－Ｍ１－１－１）Ｎｏ．１圧縮機他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		2,916,000		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16008370		A16008370		6/15/16		随意契約		11/22/16		廣瀬　欽一		髙巣　友和		11/18/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）MR第１機械棟空冷チラー（RR－M1－1－1）送風機取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		146,880		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16026047		A16026047		11/1/16		随意契約		12/22/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		12/22/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）MR第1機械棟空冷チラー（RR－M1－1－2）整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		993,600		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16003896		A16003896		5/9/16		随意契約		5/31/16		佐藤　正和		礒﨑　操		5/31/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第２機械棟熱交換器洗浄中和廃液排水作業他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		114,480		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JBE2306B		A16022590		A16022590		10/3/16		随意契約		11/8/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		11/8/16

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		550,800		（株）エネサーブ茨城		A0E31SB82206B		A16009561				6/9/16		一般競争契約		9/13/16		廣瀬　欽一		千田　謙太郎		9/30/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		4,957,200		（株）エネサーブ茨城		A0F01JBE2206B		A16009561				6/9/16		一般競争契約		9/13/16		廣瀬　欽一		千田　謙太郎		9/30/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟空冷チラー（RCーＮＭ２ー１－３）他ドライヤー取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		569,160		(株)アメニティ・ジャパン		A0F01JBE2306B		A16029459		A16029459		12/19/16		随意契約		1/12/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		1/12/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟空冷チラー（RC－NM２－１－４）冷媒充填作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		255,960		(株)アメニティ・ジャパン		A0F01JBE2306B		A16034564		A16034564		1/30/17		随意契約		3/9/17		中島　幸一郎		礒﨑　操		3/9/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟RI廃棄物分別作業及びペール缶封入作業他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		352,080		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JBE2306B		A16031533		A16031533		12/26/16		随意契約		1/31/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		1/31/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟空冷チラー（ＲＣ－ＮＭ３－1－1）他ドライヤ取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		599,400		日本空調サービス（株）筑波支店		A0F01JBE2306B		A16035464		A16035464		2/7/17		随意契約		3/14/17		倉持　みゆき		礒﨑　操		3/14/17

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ハドロンスイッチヤード傾斜クレーンＮｏ．１・２駆動部整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		9,720,000		飛島建設（株）		A0F01JBE2306B		A16001517		A16001517		6/3/16		一般競争契約		8/30/16		佐藤　正和		髙巣　友和		8/30/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟空冷チラー（RR－HM１－１）ドライヤ取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		399,600		(株)アメニティ・ジャパン		A0F01JBE2306B		A16025841		A16025841		11/14/16		随意契約		12/8/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		12/8/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ハドロン第1機械棟空冷チラー（RR－HM１－１）プリント基板他取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		326,160		(株)アメニティ・ジャパン		A0F01JBE2306B		A16024237		A16024237		10/27/16		随意契約		12/6/16		倉持　みゆき		礒﨑　操		11/24/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第１電源棟装置系変圧器タップ電圧変更		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		27,000		（株）エネサーブ茨城		A0F01JBE2206B		A16011433		A16011433		6/30/16		随意契約		9/13/16		倉持　みゆき		千田　謙太郎		9/30/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）大強度陽子加速器施設クレーン保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		12,798,000		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JBE2306B		A16000844		A16000844		4/1/16		一般競争契約		3/31/17		中島　幸一郎		髙巣　友和		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）特別高圧受変電設備（50GeV変電所）点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		7,020,000		東芝電機サービス(株)		A0F01JBE2206B		A16002562		A16002562		6/9/16		一般競争契約		9/23/16		廣瀬　欽一		千田　謙太郎		9/23/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験棟空冷チラーＡＳ－ＣＨ－５整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		999,540		(株)アメニティ・ジャパン		A0E31BPB1206B		A16006214		A16006214		5/20/16		随意契約		5/27/16		佐藤　正和		小川　一弘		5/27/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		7,479,000		コネクレーンズ（株）		A0E31BPB1206B		A16000585		A16000585		4/1/16		一般競争契約		3/31/17		中島　幸一郎		品川　尚也		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF-AR北実験棟機械室チラー系統冷温水配管内清掃その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		272,160		高橋興業（株）		A0E31BPB1206B		A16024660		A16024660		11/1/16		随意契約		11/28/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		11/28/16

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟等空冷チラー整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		440,640		日本空調サービス（株）筑波支店		A0E31BPB1206B		A16001746		A16001746		4/21/16		随意契約		5/31/16		中島　幸一郎		品川　尚也		5/31/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－１，３保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,360,800		パナソニック産機システムズ(株)　首都圏支店		A0E31BPB1206B		A16000602		A16000602		4/1/16		随意契約		3/31/17		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		961,200		（株）日立ビルシステム東関東支社		A0E31BPB1206B		A16007632		A16007632		5/30/16		随意契約		3/31/17		佐藤　正和		小川　一弘		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－４保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		993,600		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		A0E31BPB1206B		A16007544		A16007544		5/25/16		随意契約		3/31/17		佐藤　正和		小川　一弘		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ光源棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		6,858,000		三菱電機ＦＡ産業機器（株）東日本支店		A0E31BPB1206B		A16000575		A16000575		4/1/16		一般競争契約		3/31/17		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研サブ変電所S-1非常用電力NO.4盤51GL調査その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		669,600		高橋興業（株）		A0E31BPB1106B		A16020783		A16020783		9/30/16		随意契約		10/28/16		倉持　みゆき		塚本　智		10/28/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研サブ変電所等点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		50,004,000		（財）関東電気保安協会茨城事業本部		A0E31BPB1106B		A16005907		A16005907		6/27/16		一般競争契約		10/28/16		廣瀬　欽一		塚本　智		10/28/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研スクリュー冷凍機ＯＭ－Ｒ－４、ＴＭ－Ｒ－４保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,268,000		（株）神戸製鋼所機械事業部門圧縮機事業部冷熱・エネルギー部		A0E31BPB1206B		A16000600		A16000600		4/1/16		随意契約		3/31/17		中島　幸一郎		品川　尚也		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟等スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		7,560,000		日本熱源システム（株）		A0E31BPB1206B		A16000599		A16000599		4/1/16		一般競争契約		3/31/17		中島　幸一郎		品川　尚也		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂実験棟屋外EDタンク防液堤内排水ポンプ交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		263,520		高橋興業（株）		A0E31BPB1206B		A16027661		A16027661		12/1/16		随意契約		12/26/16		倉持　みゆき		清岡　翔吾		12/26/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		5,292,000		住友重機械搬送システム(株）		A0E31BPB1206B		A16000588		A16000588		4/1/16		一般競争契約		3/31/17		中島　幸一郎		品川　尚也		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,752,000		宇部興産機械（株）		A0E31BPB1206B		A16000577		A16000577		4/1/16		一般競争契約		3/31/17		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子放射性廃水処理棟ＲＩ配管・機器点検調査		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		496,800		日立造船(株)東京本社環境営業統括部		A0E31BPB1206B		A16026730		A16026730		12/5/16		随意契約		3/3/17		倉持　みゆき		丸山　雅史		3/3/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子入射器棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		16,416,000		（株）神内電機製作所		A0E31BPB1206B		A16000574		A16000574		4/1/16		一般競争契約		3/31/17		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備(大穂変電所)点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		6,048,000		三菱電機プラントエンジニアリング（株）		A0E31BPB1106B		A16005917		A16005917		6/27/16		一般競争契約		10/14/16		廣瀬　欽一		塚本　智		10/21/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備(中央変電所等)点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		32,076,000		東芝電機サービス(株)		A0E31BPB1106B		A16005911		A16005911		6/27/16		一般競争契約		11/2/16		廣瀬　欽一		塚本　智		10/28/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備(日光変電所)点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		5,184,000		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		A0E31BPB1106B		A16005919		A16005919		6/27/16		一般競争契約		10/21/16		廣瀬　欽一		塚本　智		10/21/16

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,376,000		（株）アトックス　東海営業所		A0E31BPB1206B		A16000576		A16000576		4/1/16		一般競争契約		3/31/17		佐藤　正和		品川　尚也		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士機械棟等スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		9,801,000		（株）前川製作所		A0E31BPB1206B		A16000598		A16000598		4/1/16		一般競争契約		3/31/17		中島　幸一郎		品川　尚也		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		6,215,400		(株)日立プラントメカニクス東日本統括営業部		A0E31BPB1206B		A16000586		A16000586		4/1/16		一般競争契約		3/31/17		中島　幸一郎		品川　尚也		3/31/17

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研北カウンターホールクレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,106,000		（株）アトックス　東海営業所		A0E31BPB1206B		A16000584		A16000584		4/1/16		随意契約		3/31/17		中島　幸一郎		品川　尚也		3/31/17

				②点検保守費合計（特殊） テンケン ホシュ ヒ ゴウケイ トクシュ												215,553,960

		P		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		3,360,000		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JBE2106B		A16003723				4/1/16		一般競争契約		3/31/17		佐藤　正和		峯　秀介		3/31/17

		長 チョウ		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		4,892,400		高橋興業（株）		A0E31SB81106B		A16001232				4/1/16		一般競争契約		3/31/17		佐藤　正和		峯　秀介		3/31/17

				③運転監視費合計（一般） ウンテン カンシ ヒ ゴウケイ イッパン												8,252,400

		P		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		75,756,000		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JBE2206B		A16003723				4/1/16		一般競争契約		3/31/17		佐藤　正和		峯　秀介		3/31/17

		P		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		140,124,000		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JBE2306B		A16003723				4/1/16		一般競争契約		3/31/17		佐藤　正和		峯　秀介		3/31/17

		P		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		100,816,800		高橋興業（株）		A0E31BPB1106B		A16001232				4/1/16		一般競争契約		3/31/17		佐藤　正和		峯　秀介		3/31/17

		P		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		155,499,600		高橋興業（株）		A0E31BPB1206B		A16001232				4/1/16		一般競争契約		3/31/17		佐藤　正和		峯　秀介		3/31/17

				③運転監視費合計（特殊） ウンテン カンシ ヒ ゴウケイ トクシュ												472,196,400

		長 チョウ		④		環境整備		PCB入り特別管理産業廃棄物収集運搬業務　一式		運交金-機構共通-PCB保管場所整備費(K裁量)-事業費		0		0		993,600		(株)日立物流東日本　機工部　水戸機工営業所		A0E51SBT71074		A16017819		A16017819		8/23/16		随意契約		10/14/16		藤原　孝文		小髙　美里		3/15/17

		P		④		環境整備		UPSバッテリー廃棄送料　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-タンパク		0		0		15,660		北原商事（株）		A0B10PB023874		A16033964		A16033964		1/30/17		随意契約		2/22/17		岡野　清美		松垣　直宏		2/28/17

		P		④		環境整備		UPSバッテリー廃棄送料　一式		収見合-放一・二-施設利用料-小角散乱		0		0		5,940		北原商事（株）		A1B10SB011274		A16009274		A16009274		6/8/16		随意契約		6/17/16		岡野　清美		五十嵐　教之		6/30/16

		長 チョウ		④		環境整備		高エネ研（東海）廃蛍光管等収集運搬処分		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		187,920		野村興産（株）		A0F01JBE22074		A16018379		A16018379		9/5/16		随意契約		12/22/16		佐藤　正和		千田　謙太郎		2/28/17

		P		④		環境整備		高圧ガス容器回収処理　一式		運交金-加五-リニアック(B)-加速管1		0		0		5,400		（株）巴商会学園都市営業所		A0C25BB021174		A16008489		A16008489		6/3/16		随意契約		6/22/16		池田　勝洋		柿原　和久		6/30/16

		P		④		環境整備		高圧絶縁油　他		運交金-加五-リニアック(PF)-低速陽電子3		0		0		71,280		(株)宇田川コーポレーション		A0C25PB021174		A16010933		A16010933		6/22/16		随意契約		8/17/16		池田　勝洋		池田　光男		8/19/16

		P		④		環境整備		混合廃棄物処理処分　一式		運交金-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		0		0		125,280		常陸環境開発（株）		A0F01JBC11874		A16036344		A16036344		1/10/17		随意契約		2/14/17		古谷　崇志		久保田　親		2/28/17

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-MR運転(J)-RF		0		0		604,800		常陸環境開発（株）		A0F01JBC11374		A16026070		A16026070		11/24/16		随意契約		1/10/17		古谷　崇志		原　圭吾		1/18/17

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		146,880		常陸環境開発（株）		I1F01JBAa1174		A16009604		A16009604		6/10/16		随意契約		8/1/16		尾田　和正		加藤　洋二		8/5/16

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		125,280		常陸環境開発（株）		I1F01JBAa1174		A16018741		A16018741		9/13/16		随意契約		1/26/17		尾田　和正		加藤　洋二		2/10/17

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-ＲＦ		0		0		98,280		常陸環境開発（株）		I1F01JBC11374		A16005262		A16005262		5/2/16		随意契約		5/31/16		古谷　崇志		原　圭吾		5/31/16

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		0		0		125,280		常陸環境開発（株）		I1F01JBC11874		A16021834		A16021834		9/1/16		随意契約		10/12/16		古谷　崇志		久保田　親		10/31/16

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		1,212,813		（株）日の丸商事		A0E41SB012274		A16009781		A16009781		6/8/16		随意契約		9/1/16		黒井　宗典		黒井　宗典		7/8/16

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		718,200		（株）日の丸商事		A0E41SB012274		A16035074				12/28/16		随意契約		1/31/17		藤原　孝文		藤原　孝文		1/31/17

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		223,020		（株）日の丸商事		A0E41SB012274		A16037791				12/28/16		随意契約		2/1/17		藤原　孝文		藤原　孝文		2/28/17

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		113,400		（株）日の丸商事		A0E41SB012274		A16040330		A16040330		3/21/17		随意契約		3/31/17		藤原　孝文		藤原　孝文

		長 チョウ		④		環境整備		産廃処理のための運搬　一式		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		205,200		常磐運送（株）		I1F01JBAa1174		A16003579		A16003579		5/25/16		随意契約		6/9/16		尾田　和正		加藤　洋二		6/30/16

		P		④		環境整備		廃油処理　一式		運交金-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		0		0		7,876		常陸環境開発（株）		A0F01JBC11874		A16035222		A16035222		2/6/17		随意契約		3/27/17		古谷　崇志		久保田　親		3/31/17

		長 チョウ		④		環境整備		微量PCB汚染廃電気機器等の処分　一式		運交金-機構共通-PCB保管場所整備費(K裁量)-事業費		0		0		262,440		群桐エコロ(株)		A0E51SBT71074		A16017829		A16017829		8/8/16		随意契約		11/17/16		藤原　孝文		小髙　美里		3/15/17

		長 チョウ		④		環境整備		平成28年度下期KEK廃薬品・廃油の処理処分作業　一式		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		0		0		230,256		常陸環境開発（株）		A0F01JBD21174		A16026197		A16026197		11/25/16		随意契約		2/28/17		古谷　崇志		菅原　正克		3/10/17

		長 チョウ		④		環境整備		平成28年度上期KEK廃薬品・廃油の処理処分　一式		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		0		0		232,200		常陸環境開発（株）		A0F01JBD21174		A16007920		A16007920		5/31/16		随意契約		7/26/16		古谷　崇志		菅原　正克		9/30/16

				④廃棄物処分費合計（一般） ハイキブツ ショブン ヒ ゴウケイ イッパン												5,711,005

		長 チョウ		④		環境整備		RI廃棄物の廃棄　一式		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		0		0		437,400		（社）日本アイソトープ協会		A0F01JBD11374		A16010230		A16010230		6/17/16		随意契約		8/1/16		古谷　崇志		萩原　雅之		8/5/16

		長 チョウ		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-放射セ-加速器安全(J)-放射性廃棄物処理関係		0		0		7,126,012		（社）日本アイソトープ協会		A0D11JB011174		A16029494		A16029494		1/18/17		随意契約（第一号）		2/9/17		鴨志田　亮		豊田　晃弘		2/24/17

		長 チョウ		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		5,233,680		（社）日本アイソトープ協会		A0F01JBAa1174		A16024512				10/4/16		随意契約（第一号）		11/4/16		古谷　崇志		萩原　雅之		11/7/16

		長 チョウ		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		2,668,334		（社）日本アイソトープ協会		A0F01JBAa1174		A16038662				1/12/17		随意契約（第一号）		3/1/17		古谷　崇志		萩原　雅之		3/15/17

		長 チョウ		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・超伝導低温		0		0		3,978,720		（社）日本アイソトープ協会		A0F01JBAc1174		A16024512				10/4/16		随意契約（第一号）		11/4/16		古谷　崇志		萩原　雅之		11/7/16

		P		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・NU2増強		0		0		2,893,860		（社）日本アイソトープ協会		A0F01JBAc1474		A16038662				1/12/17		随意契約（第一号）		3/1/17		古谷　崇志		萩原　雅之		3/15/17

		P		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		0		0		856,440		（社）日本アイソトープ協会		A0F01JBC11874		A16024512				10/4/16		随意契約（第一号）		11/4/16		古谷　崇志		萩原　雅之		11/7/16

		長 チョウ		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		0		0		1,026,756		（社）日本アイソトープ協会		A0F01JBD11374		A16024512				10/4/16		随意契約（第一号）		11/4/16		古谷　崇志		萩原　雅之		11/7/16

		長 チョウ		④		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		0		0		3,862,728		（社）日本アイソトープ協会		A0F01JBD11374		A16038662				1/12/17		随意契約（第一号）		3/1/17		古谷　崇志		萩原　雅之		3/15/17

		長 チョウ		④		環境整備		実験系廃棄物収集運搬処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-業務関連経費		0		0		473,054		松田産業㈱		A0D11PB021174		A16012623		A16012623		6/23/16		随意契約		7/5/16		鴨志田　亮		平　雅文		7/11/16

		長 チョウ		④		環境整備		実験系廃棄物収集運搬処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-環境管理		0		0		612,268		松田産業㈱		A0D11PB021274		A16031446		A16031446		12/27/16		随意契約		1/17/17		宇梶　祐美子		平　雅文		1/31/17

		長 チョウ		④		環境整備		放射性（液体）廃棄物の引渡し作業費について　一式		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		537,330		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBAc1074		A16041247		A16041247		4/1/16		随意契約		3/31/17		尾田　和正		大山　雄一		3/31/17

		長 チョウ		④		環境整備		放射性及び一般実験廃液処理業務並びに水質分析検査業務　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-業務委託		0		0		45,198,000		Hitz環境サービス（株）		A0D11PB021074		A16003196		A16003196		4/1/16		一般競争契約		3/31/17		広瀬　昌章		文珠四郎　秀昭		3/31/17

		長 チョウ		④		環境整備		放射性試料測定棟廃棄品回収及び廃棄処理　一式		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-放射線安全管理業務整備・維持		0		0		54,000		（有）エスケーサービス		A0D11PB011174		A16015596		A16015596		7/29/16		随意契約		8/8/16		鴨志田　亮		佐波　俊哉		8/8/16

		長 チョウ		④		環境整備		密封線源引取　一式		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・ND		0		0		24,840		（社）日本アイソトープ協会		I1F01JBAc1674		A16004429		A16004429		6/7/16		随意契約		7/14/16		安西　妙子		塚本　敏文		7/8/16

		長 チョウ		④		環境整備		密封線源引取料　一式		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-放射線安全管理業務整備・維持		0		0		71,280		（社）日本アイソトープ協会		A0D11PB011174		A16011284		A16011284		6/28/16		随意契約		8/1/16		鴨志田　亮		大山　隆弘		8/31/16

		長 チョウ		④		環境整備		密封線源引取料　一式		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		46,440		（社）日本アイソトープ協会		I1F01JBAa1174		A16004581		A16004581		5/11/16		随意契約		7/11/16		横山　由香		高橋　俊行		8/31/16

				④廃棄物処分費合計（特殊） ハイキブツ ショブン ヒ ゴウケイ トクシュ												75,101,142

		-		⑤		環境整備		高エネ研（吾妻）２丁目職員宿舎構内樹木伐採その他業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		2,106,000		不二造園土木（株）		A0E51SB511074		A16000142		A16000142		4/19/16		随意契約		6/30/16		佐藤　正和		齋木　武		6/29/16

		-		⑤		環境整備		高エネ研（吾妻）4丁目職員宿舎201棟西側支障木伐採業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		324,000		不二造園土木（株）		A0E51SB511074		A16011574		A16011574		6/27/16		随意契約		7/7/16		倉持　みゆき		齋木　武		7/15/16

		-		⑤		環境整備		高エネ研（吾妻）職員宿舎等枯損木伐採業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		540,000		不二造園土木（株）		A0E51SB511074		A16040241		A16040241		3/17/17		随意契約		3/31/17		城野　雅明		齋木　武		3/31/17

		-		⑤		環境整備		高エネ研（竹園）職員宿舎717棟等草刈その他業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		70,200		茨城県県南造園土木協業組合		A0E51SB511074		A16010179		A16010179		6/21/16		随意契約		7/7/16		佐藤　正和		齋木　武		7/20/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）1号館周辺植物維持管理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		529,200		不二造園土木（株）		A0E31SB821074		A16005229		A16005229		5/9/16		随意契約		9/15/16		佐藤　正和		府川　薫		9/30/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）1号館周辺植物維持管理工事（その２）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		831,600		不二造園土木（株）		A0E31SB821074		A16016219		A16016219		8/17/16		随意契約		1/13/17		倉持　みゆき		府川　薫		1/13/17

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）１号館周辺落葉清掃業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		356,400		不二造園土木（株）		A0E31SB821074		A16019114		A16019114		11/7/16		随意契約		2/3/17		倉持　みゆき		府川　薫		2/3/17

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）J-PARC構内植物維持管理工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		926,424		(株)夏海造園		A0F01JBE21074		A16014655		A16014655		8/1/16		随意契約		12/6/16		佐藤　正和		府川　薫		1/13/17

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）Ｊ－ＰＡＲＣ保安林植栽工事		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		5,724,000		環境保全事業(株)		A0F01JBE31074		A16014549		A16014549		9/27/16		一般競争契約		3/22/17		佐藤　正和		南　毅		3/24/17

		P		⑤		環境整備		高エネ研（東海）ハドロン実験施設除草業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		245,700		（株）アトックス　東海営業所		A0F01JBE21074		A16013457		A16013457		7/19/16		随意契約		8/8/16		倉持　みゆき		峯　秀介		8/10/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研4号館等植物維持管理その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		599,400		不二造園土木（株）		A0E31SB811074		A16033723		A16033723		2/3/17		随意契約		3/15/17		中島　幸一郎		髙橋　誠		3/15/17

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研カヤ生息維持管理設定地草刈業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		367,200		不二造園土木（株）		A0E31SB811074		A16029777				12/16/16		随意契約		1/31/17		城野　雅明		髙橋　誠		1/31/17

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研カヤ生息維持管理設定地草刈業務		その他補助金等-機構共通-16H07 ふるさと文化財の森-事業費		0		0		367,200		不二造園土木（株）		I0E51BH070174		A16029777				12/16/16		随意契約		1/31/17		城野　雅明		髙橋　誠		1/31/17

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研カヤ生息地維持管理除草剤散布業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		648,200		不二造園土木（株）		A0E31SB811074		A16007660				4/25/16		随意契約		6/13/16		廣瀬　欽一		髙橋　誠		6/10/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研カヤ生息地維持管理除草剤散布業務		その他補助金等-機構共通-16H07 ふるさと文化財の森-事業費		0		0		647,800		不二造園土木（株）		I0E51BH070174		A16007660				4/25/16		随意契約		6/13/16		廣瀬　欽一		髙橋　誠		6/10/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研ニュートリノ展示室西側緑地帯草刈業務		受託研費-施設部-垣根剪定(間接・K裁量)-事業費		0		0		162,000		不二造園土木（株）		C2E31BkT71074		A16025084		A16025084		11/28/16		随意契約		12/19/16		倉持　みゆき		髙橋　誠		12/14/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研管理棟等周辺樹木伐根業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		183,600		（株）ミヤモト開発		A0E31SB811074		A16012485		A16012485		7/6/16		随意契約		7/29/16		倉持　みゆき		松本　利男		7/29/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内枯損木伐採業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		648,000		不二造園土木（株）		A0E31SB811074		A16040263		A16040263		3/17/17		随意契約		3/31/17		倉持　みゆき		髙橋　誠		3/31/17

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内支障枝剪定業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		162,000		不二造園土木（株）		A0E31SB811074		A16011629		A16011629		6/30/16		随意契約		8/10/16		倉持　みゆき		髙橋　誠		8/10/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（10月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		2,794,176		不二造園土木（株）		A0E31SB811074		A16019848		A16019848		4/1/16		一般競争契約		11/4/16		佐藤　正和		髙橋　誠		10/31/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（11月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		2,461,536		不二造園土木（株）		A0E31SB811074		A16019853		A16019853		4/1/16		一般競争契約		12/8/16		中島　幸一郎		髙橋　誠		11/30/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（12月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		2,494,800		不二造園土木（株）		A0E31SB811074		A16019854		A16019854		4/1/16		一般競争契約		1/5/17		中島　幸一郎		髙橋　誠		12/31/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（1月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		2,228,688		不二造園土木（株）		A0E31SB811074		A16019856		A16019856		4/1/16		一般競争契約		2/6/17		中島　幸一郎		髙橋　誠		1/31/17

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（2月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		1,130,976		不二造園土木（株）		A0E31SB811074		A16019857		A16019857		4/1/16		一般競争契約		3/9/17		城野　雅明		髙橋　誠		3/31/17

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（3月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		1,762,992		不二造園土木（株）		A0E31SB811074		A16019858		A16019858		4/1/16		随意契約		3/31/17		城野　雅明		髙橋　誠		3/31/17

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（4月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		598,752		不二造園土木（株）		A0E31SB811074		A16004497		A16004497		4/1/16		一般競争契約		5/11/16		佐藤　正和		髙橋　誠		4/30/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（5月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		1,696,464		不二造園土木（株）		A0E31SB811074		A16008666		A16008666		4/1/16		一般競争契約		6/7/16		佐藤　正和		髙橋　誠		5/31/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（6月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		3,991,680		不二造園土木（株）		A0E31SB811074		A16012331		A16012331		4/1/16		一般競争契約		7/11/16		佐藤　正和		髙橋　誠		6/30/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（7月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		3,991,680		不二造園土木（株）		A0E31SB811074		A16014809		A16014809		4/1/16		一般競争契約		8/2/16		佐藤　正和		髙橋　誠		7/31/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（8月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		8,748,432		不二造園土木（株）		A0E31SB811074		A16018111		A16018111		4/1/16		一般競争契約		9/6/16		佐藤　正和		髙橋　誠		8/31/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務（9月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		2,528,064		不二造園土木（株）		A0E31SB811074		A16019847		A16019847		4/1/16		一般競争契約		10/5/16		佐藤　正和		髙橋　誠		9/30/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研西側境界生垣剪定その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		270,000		不二造園土木（株）		A0E31SB811074		A16012764		A16012764		7/11/16		随意契約		8/31/16		倉持　みゆき		髙橋　誠		8/31/16

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研西側敷地境界支障木伐採業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		349,920		不二造園土木（株）		A0E31SB811074		A16040528		A16040528		3/21/17		随意契約		3/31/17		城野　雅明		髙橋　誠		3/31/17

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研北側敷地境界既存樹木伐採業務		受託研費-施設部-垣根剪定(間接・K裁量)-事業費		0		0		496,800		不二造園土木（株）		C2E31BkT71074		A16031205		A16031205		1/6/17		随意契約		2/24/17		倉持　みゆき		髙橋　誠		2/24/17

				⑤緑地管理費合計 リョクチ カンリヒ ゴウケイ												50,983,884

		長 チョウ		⑥		他委託		高エネ研第４低温棟貯留池取設工事　		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		496,800		（株）ミヤモト開発		A0D13SB091078		A16016848		A16016848		8/26/16		随意契約		10/13/16		倉持　みゆき		中本　建志		10/28/16

		P		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ加速器準備棟側溝補修工事		運交金-加六-PS維持(一般)-物件費		0		0		162,000		古谷建設（株）		A0C26SB11106F		A16036876		A16036876		2/17/17		随意契約		3/14/17		倉持　みゆき		髙山　健		3/17/17

		P		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟周回道路外灯改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		1,490,400		（有）森田電気商会		A0E31BPB1106F		A16026802		A16026802		12/12/16		随意契約		3/14/17		城野　雅明		瀬谷　憲明		3/17/17

		P		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF地区外灯補修塗装工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		972,000		美野里塗防工業（株）		A0E31BPB1106F		A16027588		A16027588		12/14/16		随意契約		1/30/17		倉持　みゆき		塚本　智		1/31/17

		P		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF地区外灯改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		874,800		（有）森田電気商会		A0E31BPB1106F		A16036458		A16036458		2/15/17		随意契約		3/21/17		城野　雅明		瀬谷　憲明		3/24/17

		P		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光地区等構内外灯改修他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		920,160		（株）須藤電気商会		A0E31BPB1106F		A16021869		A16021869		2/1/17		随意契約		2/24/17		城野　雅明		塚本　智		2/24/17

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研正門前交通信号機改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		1,782,000		宇田電機(株)		A0E31SB81206F		A16016713		A16016713		9/2/16		随意契約		11/30/16		廣瀬　欽一		瀬谷　憲明		11/30/16

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟車庫等駐車場用外灯取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		518,400		市村電気工業（株）		A0E31SB81206F		A16019126		A16019126		10/6/16		随意契約		10/28/16		倉持　みゆき		塚本　智		10/28/16

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(吾妻)４丁目職員宿舎等汚水桝補修その他工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		193,320		(株)カタオカエンジニアリング		A0E51SB51106F		A16001237		A16001237		4/15/16		随意契約		5/13/16		齋木　武		齋木　武		5/31/16

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園職員宿舎725棟前他外灯修繕その他工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		129,600		（株）近藤工務店		A0E51SB51106F		A16000935		A16000935		4/12/16		随意契約		5/24/16		齋木　武		齋木　武		5/31/16

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811号棟外灯点灯器具交換修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		28,080		（有）信濃電設		A0E51SB51106F		A16010229		A16010229		6/17/16		随意契約		6/30/16		齋木　武		齋木　武		6/30/16

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目702棟付近外灯点灯器具交換修繕		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		42,120		（有）信濃電設		A0E51SB51106F		A16011854		A16011854		7/1/16		随意契約		7/6/16		齋木　武		齋木　武		7/15/16

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目職員宿舎811号棟外灯点灯器具交換作業		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		3,240		（有）信濃電設		A0E51SB51106F		A16012609		A16012609		7/8/16		随意契約		7/11/16		齋木　武		齋木　武		7/20/16

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(竹園)職員宿舎723棟付近歩道改修その他工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		669,600		(株)カタオカエンジニアリング		A0E51SB51106F		A16006142		A16006142		5/18/16		随意契約		7/14/16		倉持　みゆき		齋木　武		7/8/16

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(吾妻)２丁目宿舎等構内通路改修その他工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		999,000		(株)カタオカエンジニアリング		A0E51SB51106F		A16000128		A16000128		7/6/16		随意契約		8/22/16		倉持　みゆき		齋木　武		8/19/16

		P		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）第2搬入棟駐車場舗装陥没部補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		259,200		東康建設工業（株）		A0F01JBE2106F		A16033873		A16033873		2/9/17		随意契約		3/15/17		城野　雅明		山内　真也		3/15/17

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟東側歩道舗装改修その他工事		受託研費-施設部-構内道路･標示補修(間接･K裁量)-事業費		0		0		572,400		（株）ミヤモト開発		C2E31BkT3106F		A16009199		A16009199		6/7/16		随意契約		7/28/16		倉持　みゆき		髙橋　誠		7/29/16

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）加速器運転準備棟駐輪場復旧工事		受託研費-J-PARC-加速器運転準備棟(間接･K裁量)-建設費		0		0		345,600		ツクバメンテナンス（株）		C2F01BkT1106F		A16010787		A16010787		7/8/16		随意契約		8/8/16		佐藤　正和		小関　忠		8/10/16

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備保守費		高エネ研仮設駐車場補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		766,800		(株)カタオカエンジニアリング		A0E31SB81106B		A16013980		A16013980		7/25/16		随意契約		9/9/16		倉持　みゆき		峯　秀介		9/9/16

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第３低温棟実験室シャッター前舗装改修工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		156,600		(株)カタオカエンジニアリング		A0D13SB09106F		A16027524		A16027524		12/2/16		随意契約		1/25/17		城野　雅明		中本　建志		1/31/17

		-		⑥		建物及び附帯設備保守費		高エネ研吾妻４丁目住宅201棟マンホール改修及び外部汚水管木根除去洗浄清掃		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		847,800		高橋興業（株）		A0E51SB51106B		A16001539		A16001539		4/20/16		随意契約		5/31/16		齋木　武		齋木　武		5/31/16

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目住宅201棟マンホール改修及び外部汚水管木根除去洗浄清掃		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		145,800		高橋興業（株）		A0E51SB51106F		A16001539		A16001539		4/20/16		随意契約		5/31/16		齋木　武		齋木　武		5/31/16

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研構内道路等区画線補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		66,000		（株）ミヤモト開発		A0E31SB81106I		A16024289				10/20/16		随意契約		12/19/16		倉持　みゆき		髙橋　誠		12/22/16

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研中央通り舗装補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		259,200		（株）ミヤモト開発		A0E31SB81106I		A16029787		A16029787		12/22/16		随意契約		2/14/17		城野　雅明		髙橋　誠		2/24/17

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研（東海）Ｊ－ＰＡＲＣ研究棟路面標示工事		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		0		0		496,800		東康建設工業（株）		A0F01SBE1106I		A16033070		A16033070		1/16/17		随意契約		3/15/17		倉持　みゆき		山口　陽		3/15/17

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研構内道路等区画線補修工事		受託研費-施設部-構内道路･標示補修(間接･K裁量)-事業費		0		0		927,600		（株）ミヤモト開発		C2E31BkT3106I		A16024289				10/20/16		随意契約		12/19/16		倉持　みゆき		髙橋　誠		12/22/16

		-		⑥		構築物		高エネ研吾妻２丁目職員宿舎805棟南側C駐車場外灯取設工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		993,600		（有）信濃電設		A0E51SB511004		A16000129		A16000129		5/30/16		随意契約		6/27/16		倉持　みゆき		齋木　武		6/24/16

		長 チョウ		⑥		構築物		高エネ研筑波実験棟前駐輪場取設工事		運交金-素核研-Belle(一般)-物件費(K裁量)		0		0		838,080		(株)カタオカエンジニアリング		A0A20SBk11204		A16025607		A16025607		11/16/16		随意契約		1/25/17		倉持　みゆき		堺井　義秀		1/31/17

				⑥校地維持費合計 コウチ イジヒ ゴウケイ												15,957,000

		長 チョウ		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館受水槽他清掃及び水質検査		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		301,320		（株）アトックス　東海営業所		A0E31SB82306B		A16005025		A16005025		5/9/16		随意契約		3/27/17		佐藤　正和		礒﨑　操		3/24/17

		-		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(吾妻)職員宿舎給水施設清掃等保守点検		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		788,400		（株）ダイトー		A0E51SB51106B		A16011229		A16011229		6/17/16		随意契約		9/26/16		倉持　みゆき		齋木　武		10/7/16

		P		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研受水槽・高置水槽清掃		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,242,000		（株）シイナクリーン		A0E31BPB1206B		A16007456		A16007456		6/17/16		随意契約		8/17/16		廣瀬　欽一		丸山　雅史		9/9/16

		長 チョウ		⑦		他委託		高エネ研３号館南側雨水配管清掃業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		172,800		高橋興業（株）		A0E31SB811078		A16017056		A16017056		8/26/16		随意契約		9/26/16		倉持　みゆき		峯　秀介		9/26/16

		長 チョウ		⑦		他委託		高エネ研食堂等厨房排水管及びグリストラップ清掃		運交金-管理局-人事労務課(一般)-食堂等厨房排水管清掃(K裁量)		0		0		316,116		高橋興業（株）		A0E41SB051578		A16024158		A16024158		11/10/16		随意契約		1/6/17		城野　雅明		千田　英雄		1/6/17

		-		⑦		他委託		高エネ研竹園３丁目717棟汚水管洗浄清掃		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		61,560		高橋興業（株）		A0E51SB511078		A16000224		A16000224		4/5/16		随意契約		4/15/16		齋木　武		齋木　武		4/15/16

		-		⑦		他委託		高エネ研竹園３丁目704-201、717棟浴室等清掃		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		36,720		サン商事（株）ダスキン　つくば南支店		A0E51SB511078		A16010607		A16010607		6/21/16		随意契約		6/30/16		齋木　武		齋木　武		6/30/16

		-		⑦		他委託		高エネ研竹園３丁目719棟汚水管洗浄清掃		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		61,560		高橋興業（株）		A0E51SB511078		A16013299		A16013299		7/15/16		随意契約		7/29/16		齋木　武		齋木　武		7/29/16

		P		⑦		環境整備		PF-ARトンネル清掃作業　一式		運交金-加七-光源運転経費(PF)-共通経費		0		0		732,000		(株)日立物流東日本土浦営業部		A0C27PB031774		A16034667		A16034667		1/24/17		随意契約		3/23/17		佐藤　正和		長橋　進也		3/31/17

		P		⑦		環境整備		PF光源棟他トイレ清掃　一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		190,080		高橋興業（株）		A0BB1PB031074		A16012035		A16012035		6/22/16		随意契約		7/4/16		久保　篤志		足立　伸一		7/4/16

		P		⑦		環境整備		PF光源棟他トイレ清掃　一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		213,840		高橋興業（株）		A0BB1PB031074		A16030350		A16030350		1/4/17		随意契約		1/11/17		久保　篤志		足立　伸一		1/11/17

		P		⑦		環境整備		PF光源棟他トイレ清掃　一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		95,040		高橋興業（株）		A0BB1PB031074		A16040758		A16040758		2/1/17		随意契約		3/17/17		岡野　清美		足立　伸一		3/31/17

		P		⑦		環境整備		ハドロン実験ホール 床清掃　一式		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		129,600		日本アドバンストテクノロジー（株）		I1F01JBAa1074		A16013110		A16013110		7/14/16		随意契約		8/19/16		菊池　進太郎		武藤　亮太郎		8/31/16

		P		⑦		環境整備		ハドロン南実験棟床清掃　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		64,800		日本アドバンストテクノロジー（株）		A0F01JBAa1074		A16035639		A16035639		2/1/17		随意契約		2/14/17		横山　由香		家入　正治		2/28/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		加速器運転準備棟日常清掃　一式		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		114,480		高橋興業（株）		A0F01JBE31074		A16022474		A16022474		10/17/16		随意契約		3/31/17		菊池　進太郎		山口　陽		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）　（4月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,493,900		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16001598		A16001598		4/1/16		随意契約		5/6/16		黒井　宗典		黒井　宗典		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（10月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,449,500		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16001608		A16001608		4/1/16		随意契約		11/1/16		黒井　宗典		黒井　宗典		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（11月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,453,570		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16001609		A16001609		1/5/17		随意契約		12/1/16		黒井　宗典		黒井　宗典		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（12月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,469,665		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16001610		A16001610		4/1/16		随意契約		1/4/17		黒井　宗典		黒井　宗典		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（1月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,430,075		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16001612		A16001612		4/1/16		随意契約		2/1/17		黒井　宗典		黒井　宗典		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（2月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,481,135		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16001613		A16001613		4/1/16		随意契約		3/1/17		黒井　宗典		黒井　宗典		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（3月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,512,955		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16001614		A16001614		4/1/16		随意契約		3/31/17		黒井　宗典		黒井　宗典		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（5月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,448,390		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16001599		A16001599		4/1/16		一般競争契約		6/1/16		黒井　宗典		黒井　宗典		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（6月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,471,700		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16001601		A16001601		7/7/16		随意契約		7/4/16		黒井　宗典		黒井　宗典		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（7月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,461,155		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16001603		A16001603		8/1/16		随意契約		8/1/16		黒井　宗典		黒井　宗典		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（8月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,460,970		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16001605		A16001605		4/1/16		随意契約		9/1/16		黒井　宗典		黒井　宗典		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（9月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,455,235		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16001607		A16001607		4/1/16		随意契約		10/3/16		黒井　宗典		黒井　宗典		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（10月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		524,891		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16004687		A16004687		4/1/16		一般競争契約		11/1/16		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（10月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		347,209		高橋興業（株）		A0F01JBE31074		A16004687		A16004687		4/1/16		一般競争契約		11/1/16		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（11月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		524,891		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16004688		A16004688		4/1/16		一般競争契約		12/1/16		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（11月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		347,209		高橋興業（株）		A0F01JBE31074		A16004688		A16004688		4/1/16		一般競争契約		12/1/16		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（12月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		524,891		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16004689		A16004689		4/1/16		一般競争契約		1/4/17		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（12月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		347,209		高橋興業（株）		A0F01JBE31074		A16004689		A16004689		4/1/16		一般競争契約		1/4/17		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（１月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		524,891		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16004691		A16004691		4/1/16		随意契約		2/1/17		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（１月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		347,209		高橋興業（株）		A0F01JBE31074		A16004691		A16004691		4/1/16		随意契約		2/1/17		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（２月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		524,891		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16004692		A16004692		4/1/16		一般競争契約		3/1/17		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（２月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		347,209		高橋興業（株）		A0F01JBE31074		A16004692		A16004692		4/1/16		一般競争契約		3/1/17		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（３月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		524,891		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16004693		A16004693		4/1/16		随意契約		3/31/17		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（３月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		347,209		高橋興業（株）		A0F01JBE31074		A16004693		A16004693		4/1/16		随意契約		3/31/17		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（４月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		524,890		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16004668		A16004668		4/1/16		一般競争契約		5/2/16		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（４月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		347,210		高橋興業（株）		A0F01JBE31074		A16004668		A16004668		4/1/16		一般競争契約		5/2/16		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（５月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		524,890		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16004682		A16004682		4/1/16		一般競争契約		6/1/16		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（５月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		347,210		高橋興業（株）		A0F01JBE31074		A16004682		A16004682		4/1/16		一般競争契約		6/1/16		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（６月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		524,891		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16004683		A16004683		4/1/16		一般競争契約		7/1/16		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（６月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		347,209		高橋興業（株）		A0F01JBE31074		A16004683		A16004683		4/1/16		一般競争契約		7/1/16		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（８月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		524,891		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16004685		A16004685		4/1/16		一般競争契約		9/1/16		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（８月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		347,209		高橋興業（株）		A0F01JBE31074		A16004685		A16004685		4/1/16		一般競争契約		9/1/16		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（９月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		524,891		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16004686		A16004686		4/1/16		一般競争契約		10/3/16		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（９月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		347,209		高橋興業（株）		A0F01JBE31074		A16004686		A16004686		4/1/16		一般競争契約		10/3/16		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）（７月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		524,891		高橋興業（株）		A0E41SB012274		A16004684		A16004684		4/1/16		一般競争契約		8/1/16		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）（７月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		347,209		高橋興業（株）		A0F01JBE31074		A16004684		A16004684		4/1/16		一般競争契約		8/1/16		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑦		環境整備		研究本館居室清掃業務　一式		運交金-素核研-理論センター(一般)-物件費・共通		0		0		97,200		高橋興業（株）		A0A20SBr11074		A16037823		A16037823		2/27/17		随意契約		3/3/17		蛯原　真奈美		野尻　美保子		3/3/17

		-		⑦		環境整備		高エネ研（吾妻・竹園）職員宿舎屋上ドレン清掃その他業務		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		394,200		(株)カタオカエンジニアリング		A0E51SB511074		A16000140		A16000140		5/20/16		随意契約		6/21/16		佐藤　正和		齋木　武		6/30/16

		長 チョウ		⑦		環境整備		第2工作棟126号室床面清掃　一式		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		32,400		高橋興業（株）		A0D14SB0b1074		A16036519		A16036519		1/23/17		随意契約		2/10/17		鴨志田　亮		東　憲男		2/10/17

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（10月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		34,992		テスコ（株）		A0B10PB021074		A16023515		A16023515		4/1/16		随意契約		10/31/16		岡野　清美		足立　伸一		10/31/16

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（11月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		69,984		テスコ（株）		A0B10PB021074		A16027018		A16027018		4/1/16		随意契約		12/1/16		岡野　清美		足立　伸一		12/1/16

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（12月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		61,236		テスコ（株）		A0B10PB021074		A16030448		A16030448		4/1/16		随意契約		1/4/17		岡野　清美		足立　伸一		1/4/17

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（1月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		34,992		テスコ（株）		A0B10PB021074		A16034607		A16034607		4/1/16		随意契約		2/2/17		岡野　清美		足立　伸一		2/2/17

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（2月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		61,236		テスコ（株）		A0B10PB021074		A16038667		A16038667		4/1/16		随意契約		3/3/17		岡野　清美		足立　伸一		3/3/17

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（3月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		69,984		テスコ（株）		A0B10PB021074		A16041147		A16041147		4/1/16		随意契約		3/31/17		岡野　清美		足立　伸一		3/31/17

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（4月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		34,992		テスコ（株）		A0B10PB021074		A16003801		A16003801		4/1/16		随意契約		5/9/16		久保　篤志		足立　伸一		4/30/16

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（5月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		61,236		テスコ（株）		A0B10PB021074		A16008821		A16008821		4/1/16		随意契約		6/6/16		岡野　清美		足立　伸一		6/6/16

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（6月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		69,984		テスコ（株）		A0B10PB021074		A16011775		A16011775		4/1/16		随意契約		7/4/16		岡野　清美		足立　伸一		7/4/16

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（7月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		34,992		テスコ（株）		A0B10PB021074		A16014971		A16014971		4/1/16		随意契約		8/2/16		岡野　清美		足立　伸一		8/2/16

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（8月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		26,244		テスコ（株）		A0B10PB021074		A16017596		A16017596		4/1/16		随意契約		9/1/16		岡野　清美		足立　伸一		9/1/16

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（9月分）  一式 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		43,740		テスコ（株）		A0B10PB021074		A16020746		A16020746		4/1/16		随意契約		10/3/16		岡野　清美		足立　伸一		10/3/16

				⑦清掃費合計 セイソウ ヒ ゴウケイ												45,701,178

		長 チョウ		⑧		他委託		構内警備業務（つくばキャンパス）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		45,904,320		東京警備保障（株）		A0E41SB012678		A16001744		A16001744		4/1/16		一般競争契約		3/31/17		黒井　宗典		五百川　裕弥		3/31/17

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		751,680		新安全警備保障（株）		A0E41SB012678		A16004566		A16004566		4/1/16		随意契約		3/31/17		菊池　進太郎		木村　美也子		3/31/17

				⑧警備費合計 ケイビ ヒ ゴウケイ												46,656,000

		長 チョウ		⑨		電力		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（４月分）		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		330,629		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE21050		A16004410		A16004410		4/1/16		随意契約		5/19/16		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（５月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		329,939		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31050		A16004411		A16004411		4/1/16		随意契約		6/17/16		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（６月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		329,274		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31050		A16004412		A16004412		4/1/16		随意契約		7/25/16		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（７月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		329,182		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31050		A16004413		A16004413		4/1/16		随意契約		8/19/16		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（８月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		406,482		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31050		A16004414		A16004414		4/1/16		随意契約		9/20/16		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（９月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		345,482		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31050		A16004415		A16004415		4/1/16		随意契約		10/19/16		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（１０月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		332,633		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31050		A16004416		A16004416		4/1/16		随意契約		11/17/16		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（１１月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		357,773		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31050		A16004432		A16004432		4/1/16		随意契約		12/16/16		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（１２月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		358,916		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31050		A16004433		A16004433		4/1/16		随意契約		1/4/17		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（１月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		443,141		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31050		A16004434		A16004434		4/1/16		随意契約		2/20/17		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（２月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		397,688		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31050		A16004435		A16004435		4/1/16		随意契約		3/1/17		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（３月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		420,159		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31050		A16004436		A16004436		4/1/16		随意契約		3/31/17		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（4月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		149,584,175		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE13050		A16004740		A16004740		4/1/16		随意契約		5/19/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（5月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		198,615,185		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE13050		A16004741		A16004741		4/1/16		随意契約		6/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（6月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		221,914,300		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE13050		A16004742		A16004742		4/1/16		随意契約		7/25/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（7月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		59,223,839		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE13050		A16004743		A16004743		4/1/16		随意契約		8/19/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（8月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		60,159,890		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE13050		A16004744		A16004744		4/1/16		随意契約		9/20/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（9月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		58,940,295		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE13050		A16004745		A16004745		4/1/16		随意契約		10/19/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（10月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		104,133,800		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE13050		A16004746		A16004746		4/1/16		随意契約		11/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（11月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		159,201,651		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE13050		A16004747		A16004747		4/1/16		随意契約		12/16/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（12月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		167,167,375		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE13050		A16004748		A16004748		4/1/16		随意契約		1/19/17		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（1月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		131,371,667		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE13050		A16004749		A16004749		4/1/16		随意契約		2/20/17		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（2月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		187,068,776		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE13050		A16004750		A16004750		4/1/16		随意契約		3/22/17		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（3月分）		収見合-J-PARC-光熱水料[東海]-電気料		0		0		8,629,382		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A1F01SBT25050		A16004751		A16004751		3/1/17		随意契約		3/31/17		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（3月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		195,197,740		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE13050		A16004751		A16004751		3/1/17		随意契約		3/31/17		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（4月分）		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		33,900		茨城県		I1F01JBE21050		A16001985		A16001985		4/1/16		随意契約		5/23/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（5月分）		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		35,000		茨城県		I1F01JBE21050		A16002487		A16002487		4/1/16		随意契約		6/13/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（6月分）		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		34,000		茨城県		I1F01JBE21050		A16002489		A16002489		4/1/16		随意契約		7/22/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（7月分）		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		39,800		茨城県		I1F01JBE21050		A16002491		A16002491		4/1/16		随意契約		8/25/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（8月分）		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		51,900		茨城県		I1F01JBE21050		A16002493		A16002493		4/1/16		随意契約		9/14/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（9月分）		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		32,300		茨城県		I1F01JBE21050		A16002494		A16002494		4/1/16		随意契約		10/19/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（10月分）		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		27,700		茨城県		I1F01JBE21050		A16002497		A16002497		4/1/16		随意契約		11/15/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（11月分）		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		38,400		茨城県		I1F01JBE21050		A16002499		A16002499		4/1/16		随意契約		12/13/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（12月分）		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		39,100		茨城県		I1F01JBE21050		A16002504		A16002504		4/1/16		随意契約		1/18/17		尾田　和正		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（1月分）		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		56,300		茨城県		I1F01JBE21050		A16002505		A16002505		4/1/16		随意契約		2/15/17		尾田　和正		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（2月分）		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		62,800		茨城県		I1F01JBE21050		A16002506		A16002506		4/1/16		随意契約		3/15/17		尾田　和正		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（3月分）		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		96,800		茨城県		I1F01JBE21050		A16002507		A16002507		4/1/16		随意契約		3/31/17		尾田　和正		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（4月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,616		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16005273		A16005273		4/1/16		随意契約		5/2/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（5月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,666		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16005280		A16005280		4/1/16		随意契約		6/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（6月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,507		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16005281		A16005281		4/1/16		随意契約		7/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（7月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,399		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16005282		A16005282		4/1/16		随意契約		8/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（8月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,276		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16005285		A16005285		4/1/16		随意契約		9/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（9月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,201		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16005286		A16005286		4/1/16		随意契約		10/3/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（10月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,194		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16005288		A16005288		4/1/16		随意契約		11/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（11月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,221		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16005290		A16005290		4/1/16		随意契約		12/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（12月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,423		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16005291		A16005291		4/1/16		随意契約		1/4/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（1月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		948		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16005292		A16005292		4/1/16		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（2月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		960		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16005293		A16005293		4/1/16		随意契約		3/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（3月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		975		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16005294		A16005294		4/1/16		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（4月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,679,794		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16008318		A16008318		4/1/16		随意契約		5/2/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（4月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		207,870		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB204050		A16008318		A16008318		4/1/16		随意契約		5/2/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑨		電力		電気料（4月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-電気料		0		0		310,470,163		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BB205050		A16008318		A16008318		4/1/16		随意契約		5/2/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑨		電力		電気料（4月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-電気料		0		0		145,347,779		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PB205050		A16008318		A16008318		4/1/16		随意契約		5/2/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,692,868		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16010235		A16010235		4/1/16		随意契約		6/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		-		⑨		電力		電気料（5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		152,156		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB204050		A16010235		A16010235		4/1/16		随意契約		6/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-電気料		0		0		336,419,748		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BB205050		A16010235		A16010235		4/1/16		随意契約		6/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-電気料		0		0		179,724,504		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PB205050		A16010235		A16010235		4/1/16		随意契約		6/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（6月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,810,782		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16013249		A16013249		4/1/16		随意契約		7/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		-		⑨		電力		電気料（6月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		223,874		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB204050		A16013249		A16013249		4/1/16		随意契約		7/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（6月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-電気料		0		0		339,725,004		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BB205050		A16013249		A16013249		4/1/16		随意契約		7/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（6月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-電気料		0		0		169,596,270		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PB205050		A16013249		A16013249		4/1/16		随意契約		7/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,333,832		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16016349		A16016349		4/1/16		随意契約		8/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		-		⑨		電力		電気料（7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		104,246		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB204050		A16016349		A16016349		4/1/16		随意契約		8/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-電気料		0		0		48,216,332		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BB205050		A16016349		A16016349		4/1/16		随意契約		8/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-電気料		0		0		22,313,732		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PB205050		A16016349		A16016349		4/1/16		随意契約		8/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（8月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,166,786		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16019182		A16019182		4/1/16		随意契約		9/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		-		⑨		電力		電気料（8月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		119,238		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB204050		A16019182		A16019182		4/1/16		随意契約		9/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（8月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-電気料		0		0		31,693,644		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BB205050		A16019182		A16019182		4/1/16		随意契約		9/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（8月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-電気料		0		0		14,740,950		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PB205050		A16019182		A16019182		4/1/16		随意契約		9/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		2,643,097		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16021920		A16021920		4/1/16		随意契約		10/3/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		-		⑨		電力		電気料（9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		313,359		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB204050		A16021920		A16021920		4/1/16		随意契約		10/3/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-電気料		0		0		125,136,443		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BB205050		A16021920		A16021920		4/1/16		随意契約		10/3/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-電気料		0		0		54,946,931		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PB205050		A16021920		A16021920		4/1/16		随意契約		10/3/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（10月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		2,054,252		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16024500		A16024500		4/1/16		随意契約		11/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		-		⑨		電力		電気料（10月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		244,355		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB204050		A16024500		A16024500		4/1/16		随意契約		11/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（10月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-電気料		0		0		156,481,273		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BB205050		A16024500		A16024500		4/1/16		随意契約		11/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（10月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-電気料		0		0		50,187,138		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PB205050		A16024500		A16024500		4/1/16		随意契約		11/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		12,305,766		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16027861		A16027861		4/1/16		随意契約		12/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（11月分）		収見合-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		39,557,432		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB105050		A16027861		A16027861		4/1/16		随意契約		12/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		-		⑨		電力		電気料（11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		515,952		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB204050		A16027861		A16027861		4/1/16		随意契約		12/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-電気料		0		0		154,313,016		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BB205050		A16027861		A16027861		4/1/16		随意契約		12/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-電気料		0		0		8,498,258		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PB205050		A16027861		A16027861		4/1/16		随意契約		12/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（12月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		2,253,143		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16031933		A16031933		1/1/17		随意契約		1/4/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（12月分）		収見合-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		25,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB105050		A16031933		A16031933		1/1/17		随意契約		1/4/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		-		⑨		電力		電気料（12月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		627,529		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB204050		A16031933		A16031933		1/1/17		随意契約		1/4/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（12月分）		共同研-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		0		0		2,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C1E51Bk010250		A16031933		A16031933		1/1/17		随意契約		1/4/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（12月分）		受託研費-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		0		0		10,520,131		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C2E51Bk010250		A16031933		A16031933		1/1/17		随意契約		1/4/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（12月分）		雑収入-機構共通-科研間接・機構共通-光熱水料		0		0		5,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		CCE51Bk010250		A16031933		A16031933		1/1/17		随意契約		1/4/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（12月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-電気料		0		0		110,640,965		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BB205050		A16031933		A16031933		1/1/17		随意契約		1/4/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（12月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J)-電気料		0		0		37,008,343		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51JB205050		A16031933		A16031933		1/1/17		随意契約		1/4/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		30,755,141		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16036394		A16036394		1/1/17		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（1月分）		収見合-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		3,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB105050		A16036394		A16036394		1/1/17		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		-		⑨		電力		電気料（1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		758,804		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB204050		A16036394		A16036394		1/1/17		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（1月分）		共同研-機構共通-運営共通経費-光熱水料		0		0		2,903,800		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C1E5120161050		A16036394		A16036394		1/1/17		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（1月分）		共同研-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		0		0		3,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C1E51Bk010250		A16036394		A16036394		1/1/17		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（1月分）		その他補助金等-放二-16H02 人材育成･ﾅﾉﾃｸCUPAL･足立-光熱水費		0		0		850,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12BH021250		A16036394		A16036394		1/1/17		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（1月分）		その他補助金等-放二-16H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		2,500,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12BH031550		A16036394		A16036394		1/1/17		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-電気料		0		0		102,890,924		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BB205050		A16036394		A16036394		1/1/17		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J)-電気料		0		0		28,880,598		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51JB205050		A16036394		A16036394		1/1/17		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（2月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		34,619,143		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16039853		A16039853		2/1/17		随意契約		3/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		-		⑨		電力		電気料（2月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		661,679		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB204050		A16039853		A16039853		2/1/17		随意契約		3/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（2月分）		受託研費-放二-16Ｄ09 文科省・光ﾋﾞｰﾑPF・野村-光熱水料		0		0		151,200		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C2B12BD090850		A16039853		A16039853		2/1/17		随意契約		3/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（2月分）		その他補助金等-放二-16H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		2,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12BH031550		A16039853		A16039853		2/1/17		随意契約		3/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（2月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-電気料		0		0		144,595,909		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BB205050		A16039853		A16039853		2/1/17		随意契約		3/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（2月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-電気料		0		0		1,500,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PB205050		A16039853		A16039853		2/1/17		随意契約		3/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		65,936,569		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB205050		A16041319		A16041319		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		収見合-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		12,992,364		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB105050		A16041319		A16041319		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		-		⑨		電力		電気料（3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		461,751		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB204050		A16041319		A16041319		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		共同研-機構共通-運営共通経費-光熱水料		0		0		911,200		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C1E5120161050		A16041319		A16041319		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		共同研-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		0		0		5,115,930		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C1E51Bk010250		A16041319		A16041319		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		受託研費-放二-14D31 JST･SIP先端計測･木村-光熱水料		0		0		1,836,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C2B126D3b0950		A16041319		A16041319		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		受託研費-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		0		0		11,875,944		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		C2E51Bk010250		A16041319		A16041319		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		雑収入-機構共通-科研間接・機構共通-光熱水料		0		0		2,243,744		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		CCE51Bk010250		A16041319		A16041319		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		雑収入-機構共通-その他収入-光熱水料		0		0		1,171,533		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		CCE51Bz010150		A16041319		A16041319		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		その他補助金等-放二-16H02 人材育成･ﾅﾉﾃｸCUPAL･足立-光熱水費		0		0		414,538		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12BH021250		A16041319		A16041319		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		その他補助金等-放二-16H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		616,998		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I0B12BH031550		A16041319		A16041319		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-電気料		0		0		41,257,900		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51BB205050		A16041319		A16041319		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J)-電気料		0		0		40,687		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51JB205050		A16041319		A16041319		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-電気料		0		0		689,525		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1E51PB205050		A16041319		A16041319		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（4月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,009,014		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SB205050		A16006712				4/1/16		随意契約		5/16/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（4月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		417,559		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SB211050		A16006712				4/1/16		随意契約		5/16/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（5月分）　東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		869,181		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SB205050		A16009429				4/1/16		随意契約		6/8/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（5月分）　東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		442,981		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SB211050		A16009429				4/1/16		随意契約		6/8/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（6月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		888,238		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SB205050		A16012709				4/1/16		随意契約		7/11/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（6月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		446,054		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SB211050		A16012709				4/1/16		随意契約		7/11/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（7月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		959,661		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SB205050		A16015991				4/1/16		随意契約		8/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（7月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		301,537		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SB211050		A16015991				4/1/16		随意契約		8/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（8月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,056,784		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SB205050		A16018322				4/1/16		随意契約		9/8/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（8月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		310,680		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SB211050		A16018322				4/1/16		随意契約		9/8/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（9月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		995,430		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SB205050		A16021326				4/1/16		随意契約		10/11/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（9月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		293,389		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SB211050		A16021326				4/1/16		随意契約		10/11/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（10月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		877,517		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SB205050		A16024926				11/14/16		随意契約		11/14/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（10月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		292,308		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SB211050		A16024926				11/14/16		随意契約		11/14/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（11月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,055,803		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SB205050		A16027806				4/1/16		随意契約		12/8/16		尾田　和正		江幡　誠		3/15/17

		-		⑨		電力		電気料（11月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		463,254		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SB211050		A16027806				4/1/16		随意契約		12/8/16		尾田　和正		江幡　誠		3/15/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（12月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,235,913		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SB205050		A16030984				4/1/16		随意契約		1/10/17		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（12月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		453,433		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SB211050		A16030984				4/1/16		随意契約		1/10/17		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（1月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,405,711		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SB205050		A16035612				4/1/16		随意契約		2/8/17		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（1月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		571,724		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SB211050		A16035612				4/1/16		随意契約		2/8/17		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（2月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,303,183		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SB205050		A16038988				4/1/16		随意契約		3/7/17		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（2月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		590,492		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SB211050		A16038988				4/1/16		随意契約		3/7/17		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（3月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,274,075		(株)F-Power (自動引落)		A0E51SB205050		A16041252				4/1/16		随意契約		3/31/17		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（3月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		593,269		(株)F-Power (自動引落)		A1E51SB211050		A16041252				4/1/16		随意契約		3/31/17		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（3.1～3.22）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		4,098		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JBAc1050		A16002591		A16002591		4/1/16		随意契約		4/1/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（4月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		4,705		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JBAc1050		A16002973		A16002973		4/1/16		随意契約		4/28/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（5月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,742		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JBAc1050		A16005234		A16005234		4/1/16		随意契約		5/30/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（6月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,978		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JBAc1050		A16008036		A16008036		4/1/16		随意契約		6/28/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（7月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		4,088		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JBAc1050		A16008038		A16008038		4/1/16		随意契約		7/29/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（8月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		4,985		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JBAc1050		A16008040		A16008040		4/1/16		随意契約		8/29/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（9月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,812		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JBAc1050		A16008042		A16008042		4/1/16		随意契約		10/3/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（10月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,248		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JBAc1050		A16008043		A16008043		4/1/16		随意契約		10/28/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（11月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,378		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JBAc1050		A16008044		A16008044		4/1/16		随意契約		11/29/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（12月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		6,269		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JBAc1050		A16008046		A16008046		4/1/16		随意契約		12/26/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（1月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		8,015		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JBAc1050		A16008047		A16008047		4/1/16		随意契約		1/30/17		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（2月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		10,866		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JBAc1050		A16008049		A16008049		4/1/16		随意契約		2/27/17		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（3月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		8,458		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0F01JBAc1050		A16008050		A16008050		4/1/16		随意契約		3/30/17		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（4月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		119,588		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB212050		A16001980		A16001980		4/1/16		随意契約		5/2/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		116,989		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB212050		A16002302		A16002302		4/1/16		随意契約		6/3/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（6月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		98,284		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB212050		A16002306		A16002306		4/1/16		随意契約		7/1/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（7月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		88,008		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB212050		A16002307		A16002307		4/1/16		随意契約		8/3/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（8月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		81,999		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB212050		A16002308		A16002308		4/1/16		随意契約		9/1/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（9月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		100,969		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB212050		A16002310		A16002310		4/1/16		随意契約		10/4/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（10月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		106,115		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB212050		A16002311		A16002311		4/1/16		随意契約		11/2/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		114,555		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB212050		A16002312		A16002312		4/1/16		随意契約		12/5/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（12月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		107,984		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB212050		A16002313		A16002313		12/1/16		随意契約		1/4/17		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		112,678		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB212050		A16002315		A16002315		1/4/17		随意契約		2/1/17		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（2月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		205,464		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB212050		A16002316		A16002316		2/1/17		随意契約		3/3/17		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（3月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		118,393		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A1E51SB212050		A16002317		A16002317		3/1/17		随意契約		3/31/17		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（3.18～3.29）太田団地B・C棟		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		2,492		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1F01JBE21050		A16002882				4/1/16		随意契約		4/5/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（3.18～4.18）太田団地共用灯		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		18,643		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		I1F01JBE21050		A16002629				4/1/16		随意契約		4/25/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（4月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		63,155		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16000071		A16000071		4/1/16		随意契約		4/21/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（5月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		14,861		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16008691		A16008691		4/1/16		随意契約		6/1/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（5月分）職員宿舎吾妻住宅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　806棟　他		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		47,604		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16000072		A16000072		4/1/16		随意契約		5/24/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（6月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		11,317		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16008693		A16008693		4/1/16		随意契約		7/1/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（6月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		44,439		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16000073		A16000073		4/1/16		随意契約		6/22/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（7月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,102		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16008695		A16008695		4/1/16		随意契約		8/1/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（7月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		45,821		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16000074		A16000074		4/1/16		随意契約		7/22/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（8月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,235		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16008696		A16008696		4/1/16		随意契約		9/1/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（8月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		46,670		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16000075		A16000075		4/1/16		随意契約		8/23/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（9月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,219		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16008697		A16008697		4/1/16		随意契約		10/3/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（9月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		46,281		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16000076		A16000076		4/1/16		随意契約		9/23/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（10月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		16,893		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16008698		A16008698		4/1/16		随意契約		11/1/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（10月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		38,875		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16000077		A16000077		4/1/16		随意契約		10/21/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（11月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		16,887		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16008699		A16008699		4/1/16		随意契約		12/1/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（11月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		37,393		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16000078		A16000078		4/1/16		随意契約		11/22/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（12月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		16,826		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16008700		A16008700		4/1/16		随意契約		1/4/17		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（12月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		36,672		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16000079		A16000079		4/1/16		随意契約		12/21/16		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（1月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		16,794		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16008701		A16008701		4/1/16		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（1月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		37,296		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16000080		A16000080		4/1/16		随意契約		1/23/17		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（2月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,139		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16008703		A16008703		4/1/16		随意契約		3/1/17		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（2月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		37,746		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16000081		A16000081		4/1/16		随意契約		2/21/17		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（3月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		16,743		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16008705		A16008705		4/1/16		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

		-		⑨		電力		電気料（3月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		37,052		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		A0E51SB511050		A16000082		A16000082		4/1/16		随意契約		3/23/17		伊藤　春美		齋木　武		3/31/17

				⑨電気代合計 デンキダイ ゴウケイ												4,638,054,608

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（4.5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		174,249		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SB207052		A16008724		A16008724		4/1/16		随意契約		6/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		上水道		上水道料（4.5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-上水道料		0		0		2,807,448		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BB207052		A16008724		A16008724		4/1/16		随意契約		6/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		上水道		上水道料（4.5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-上水道料		0		0		2,098,279		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PB207052		A16008724		A16008724		4/1/16		随意契約		6/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		340,916		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SB207052		A16015587		A16015587		4/1/16		随意契約		8/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-上水道料		0		0		4,024,423		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BB207052		A16015587		A16015587		4/1/16		随意契約		8/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-上水道料		0		0		2,615,879		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PB207052		A16015587		A16015587		4/1/16		随意契約		8/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		258,625		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SB207052		A16020964		A16020964		4/1/16		随意契約		10/3/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-上水道料		0		0		1,663,635		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BB207052		A16020964		A16020964		4/1/16		随意契約		10/3/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-上水道料		0		0		1,121,090		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PB207052		A16020964		A16020964		4/1/16		随意契約		10/3/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		354,154		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SB207052		A16027379		A16027379		4/1/16		随意契約		12/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-上水道料		0		0		3,127,329		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BB207052		A16027379		A16027379		4/1/16		随意契約		12/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-上水道料		0		0		1,246,300		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PB207052		A16027379		A16027379		4/1/16		随意契約		12/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		487,804		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SB207052		A16035595		A16035595		4/1/16		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		収見合-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		850,589		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SB107052		A16035595		A16035595		4/1/16		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J)-上水道料		0		0		676,091		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51JB207052		A16035595		A16035595		4/1/16		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-上水道料		0		0		2,486,303		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BB207052		A16035595		A16035595		4/1/16		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		230,701		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SB207052		A16041313		A16041313		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-上水道料		0		0		3,048,619		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BB207052		A16041313		A16041313		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-上水道料		0		0		1,010,702		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PB207052		A16041313		A16041313		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		-		⑩		上水道		上水道料（4.5月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		251,291		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SB204052		A16008724		A16008724		4/1/16		随意契約		6/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		-		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		344,854		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SB204052		A16015587		A16015587		4/1/16		随意契約		8/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		-		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		223,650		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SB204052		A16020964		A16020964		4/1/16		随意契約		10/3/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		-		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		394,873		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SB204052		A16027379		A16027379		4/1/16		随意契約		12/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		-		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		242,789		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SB204052		A16035595		A16035595		4/1/16		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		-		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		371,258		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SB204052		A16041313		A16041313		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（4、5月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		40,216		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SB207052		A16010969				4/1/16		随意契約		6/24/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（6、7月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		45,715		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SB207052		A16016177				4/1/16		随意契約		8/17/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		29,756		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SB207052		A16022004				4/1/16		随意契約		10/13/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（10,11月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		36,993		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SB207052		A16028519				4/1/16		随意契約		12/9/16		横山　由香		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		29,859		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SB207052		A16036130				4/1/16		随意契約		2/13/17		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（2、3月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		39,388		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SB207052		A16002789				4/1/16		随意契約		4/18/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（4、5月分）東海キャンパス（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		135,024		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SB211052		A16010969				4/1/16		随意契約		6/24/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（6、7月分）東海キャンパス（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		111,468		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SB211052		A16016177				4/1/16		随意契約		8/17/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		66,688		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SB211052		A16022004				4/1/16		随意契約		10/13/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		上水道		上水道料（10,11月分）東海キャンパス（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		109,725		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SB211052		A16028519				4/1/16		随意契約		12/9/16		横山　由香		木村　美也子		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		124,656		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SB211052		A16036130				4/1/16		随意契約		2/13/17		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（2、3月分）東海キャンパス（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		134,211		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SB211052		A16002789				4/1/16		随意契約		4/18/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（4月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		90,039		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE15052		A16004752		A16004752		4/1/16		随意契約		5/19/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（5月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		90,719		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE15052		A16004753		A16004753		4/1/16		随意契約		6/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（6月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		97,069		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE15052		A16004754		A16004754		4/1/16		随意契約		7/25/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（7月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		92,760		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE15052		A16004755		A16004755		4/1/16		随意契約		8/19/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（8月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		116,801		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE15052		A16004756		A16004756		4/1/16		随意契約		9/20/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（9月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		124,285		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE15052		A16004757		A16004757		4/1/16		随意契約		10/19/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（10月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		94,801		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE15052		A16004758		A16004758		4/1/16		随意契約		11/17/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（11月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		134,491		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE15052		A16004759		A16004759		4/1/16		随意契約		12/16/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（12月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		130,409		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE15052		A16004760		A16004760		4/1/16		随意契約		1/19/17		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（1月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		162,388		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE15052		A16004761		A16004761		4/1/16		随意契約		2/20/17		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（2月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		119,523		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE15052		A16004762		A16004762		4/1/16		随意契約		3/22/17		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（3月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		97,750		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE15052		A16004763		A16004763		4/1/16		随意契約		3/31/17		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（４月分）		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		6,001		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		I1F01JBE21052		A16004410		A16004410		4/1/16		随意契約		5/19/16		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（５月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		5,318		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31052		A16004411		A16004411		4/1/16		随意契約		6/17/16		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（６月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		4,884		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31052		A16004412		A16004412		4/1/16		随意契約		7/25/16		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（７月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		3,246		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31052		A16004413		A16004413		4/1/16		随意契約		8/19/16		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（８月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		3,209		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31052		A16004414		A16004414		4/1/16		随意契約		9/20/16		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（９月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		3,257		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31052		A16004415		A16004415		4/1/16		随意契約		10/19/16		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（１０月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		3,631		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31052		A16004416		A16004416		4/1/16		随意契約		11/17/16		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（１１月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		5,038		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31052		A16004432		A16004432		4/1/16		随意契約		12/16/16		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（１２月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		6,050		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31052		A16004433		A16004433		4/1/16		随意契約		1/4/17		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（１月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		6,945		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31052		A16004434		A16004434		4/1/16		随意契約		2/20/17		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（２月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		6,697		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31052		A16004435		A16004435		4/1/16		随意契約		3/1/17		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑩		上水道		Ｊ－ＰＡＲＣ構成員に係る建物使用料（３月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		6,639		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		A0F01JBE31052		A16004436		A16004436		4/1/16		随意契約		3/31/17		尾田　和正		木村　美也子		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（4、5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		41,811		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SB212052		A16002436		A16002436		4/1/16		随意契約		6/23/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（4、5月分）みの内住宅A-6、D-2		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		5,874		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SB212052		A16011144		A16011144		4/1/16		随意契約		6/28/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（6、7月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		41,811		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SB212052		A16002439		A16002439		4/1/16		随意契約		8/18/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（8、9月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		41,811		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SB212052		A16002441		A16002441		4/1/16		随意契約		11/1/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（10,11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		56,499		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SB212052		A16002444		A16002444		4/1/16		随意契約		1/4/17		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（12、1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		41,811		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SB212052		A16002445		A16002445		2/1/17		随意契約		2/24/17		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（2・3月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		49,413		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SB212052		A16001882		A16001882		4/1/16		随意契約		5/9/16		尾田　和正		榎　香織		5/9/16

		-		⑩		上水道		上下水道（2月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		3,108		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SB212052		A16039894		A16039894		3/1/17		随意契約		3/15/17		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（4,5月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		4,908		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JBAc1052		A16008114		A16008114		4/1/16		随意契約		6/9/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（6,7月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		4,573		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JBAc1052		A16008115		A16008115		4/1/16		随意契約		8/17/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（8,9月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,732		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JBAc1052		A16008118		A16008118		4/1/16		随意契約		10/12/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（10,11月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		4,406		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JBAc1052		A16008120		A16008120		4/1/16		随意契約		12/9/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（12,1月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		4,071		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JBAc1052		A16008122		A16008122		4/1/16		随意契約		2/10/17		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（3.1～3.16）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		1,366		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JBAc1052		A16002593		A16002593		4/1/16		随意契約		4/18/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（1.19～3.1）太田団地B棟		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		4,096		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		I1F01JBE21052		A16001885		A16001885		4/1/16		随意契約		4/18/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		上水道		上下水道料（2,3月分）太田団地B・C棟		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		16,392		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		I1F01JBE21052		A16002587				4/1/16		随意契約		4/18/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（4.5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		84,520		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SB208053		A16008727		A16008727		4/1/16		随意契約		6/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		下水道		下水道料（4.5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-下水道料		0		0		1,166,047		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BB208053		A16008727		A16008727		4/1/16		随意契約		6/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		下水道		下水道料（4.5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-下水道料		0		0		857,822		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PB208053		A16008727		A16008727		4/1/16		随意契約		6/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		141,248		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SB208053		A16015588		A16015588		4/1/16		随意契約		8/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-下水道料		0		0		911,850		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BB208053		A16015588		A16015588		4/1/16		随意契約		8/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-下水道料		0		0		601,897		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PB208053		A16015588		A16015588		4/1/16		随意契約		8/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		306,381		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SB208053		A16020967		A16020967		4/1/16		随意契約		10/3/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-下水道料		0		0		2,578,244		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BB208053		A16020967		A16020967		4/1/16		随意契約		10/3/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-下水道料		0		0		1,742,699		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PB208053		A16020967		A16020967		4/1/16		随意契約		10/3/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		301,944		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SB208053		A16027381		A16027381		4/1/16		随意契約		12/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-下水道料		0		0		3,023,126		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BB208053		A16027381		A16027381		4/1/16		随意契約		12/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-下水道料		0		0		1,213,695		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PB208053		A16027381		A16027381		4/1/16		随意契約		12/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		340,182		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SB208053		A16035596		A16035596		4/1/16		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		収見合-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		587,320		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SB108053		A16035596		A16035596		4/1/16		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-下水道料		0		0		1,700,120		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BB208053		A16035596		A16035596		4/1/16		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J)-下水道料		0		0		463,668		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51JB208053		A16035596		A16035596		4/1/16		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		82,349		つくば市水道部　(自動引落）		A0E51SB208053		A16041314		A16041314		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-下水道料		0		0		1,168,453		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51BB208053		A16041314		A16041314		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		P		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-下水道料		0		0		394,970		つくば市水道部　(自動引落）		I1E51PB208053		A16041314		A16041314		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		-		⑩		下水道		下水道料（4.5月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		174,473		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SB204053		A16008727		A16008727		4/1/16		随意契約		6/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		-		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		244,509		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SB204053		A16015588		A16015588		4/1/16		随意契約		8/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		-		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		147,518		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SB204053		A16020967		A16020967		4/1/16		随意契約		10/3/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		-		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		273,337		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SB204053		A16027381		A16027381		4/1/16		随意契約		12/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		-		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		166,908		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SB204053		A16035596		A16035596		4/1/16		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		-		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		254,704		つくば市水道部　(自動引落）		A1E51SB204053		A16041314		A16041314		3/1/17		随意契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（4、5月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		32,358		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SB208053		A16010969				4/1/16		随意契約		6/24/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（6、7月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		36,584		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SB208053		A16016177				4/1/16		随意契約		8/17/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		23,028		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SB208053		A16022004				4/1/16		随意契約		10/13/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑩		下水道		上水道料（10,11月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		29,495		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SB208053		A16028519				4/1/16		随意契約		12/9/16		横山　由香		木村　美也子		3/31/17

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		23,875		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SB208053		A16036130				4/1/16		随意契約		2/13/17		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（2、3月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		31,678		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0E51SB208053		A16002789				4/1/16		随意契約		4/18/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（4、5月分）東海キャンパス（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		108,642		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SB211053		A16010969				4/1/16		随意契約		6/24/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（6、7月分）東海キャンパス（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		89,206		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SB211053		A16016177				4/1/16		随意契約		8/17/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		51,612		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SB211053		A16022004				4/1/16		随意契約		10/13/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		下水道		上水道料（10,11月分）東海キャンパス（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		87,485		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SB211053		A16028519				4/1/16		随意契約		12/9/16		横山　由香		木村　美也子		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		99,675		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SB211053		A16036130				4/1/16		随意契約		2/13/17		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（2、3月分）東海キャンパス（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		107,942		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A1E51SB211053		A16002789				4/1/16		随意契約		4/18/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（4、5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		33,264		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SB212053		A16002436		A16002436		4/1/16		随意契約		6/23/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（4、5月分）みの内住宅A-6、D-2		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		4,536		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SB212053		A16011144		A16011144		4/1/16		随意契約		6/28/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（6、7月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		33,264		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SB212053		A16002439		A16002439		4/1/16		随意契約		8/18/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（8、9月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		33,264		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SB212053		A16002441		A16002441		4/1/16		随意契約		11/1/16		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（10,11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		44,841		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SB212053		A16002444		A16002444		4/1/16		随意契約		1/4/17		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（12、1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		33,264		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SB212053		A16002445		A16002445		2/1/17		随意契約		2/24/17		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（2・3月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		39,312		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SB212053		A16001882		A16001882		4/1/16		随意契約		5/9/16		尾田　和正		榎　香織		5/9/16

		-		⑩		下水道		上下水道（2月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		2,268		那珂市上下水道部　（自動引落）		A1E51SB212053		A16039894		A16039894		3/1/17		随意契約		3/15/17		横山　由香		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（4,5月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		4,200		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JBAc1053		A16008114		A16008114		4/1/16		随意契約		6/9/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（6,7月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,920		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JBAc1053		A16008115		A16008115		4/1/16		随意契約		8/17/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（8,9月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,370		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JBAc1053		A16008118		A16008118		4/1/16		随意契約		10/12/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（10,11月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,780		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JBAc1053		A16008120		A16008120		4/1/16		随意契約		12/9/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（12,1月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,490		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JBAc1053		A16008122		A16008122		4/1/16		随意契約		2/10/17		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（3.1～3.16）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		1,180		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		A0F01JBAc1053		A16002593		A16002593		4/1/16		随意契約		4/18/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（1.19～3.1）太田団地B棟		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		3,560		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		I1F01JBE21053		A16001885		A16001885		4/1/16		随意契約		4/18/16		尾田　和正		榎　香織		3/31/17

		-		⑩		下水道		上下水道料（2,3月分）太田団地B・C棟		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,220		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		I1F01JBE21053		A16002587				4/1/16		随意契約		4/18/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

				⑩上下水道代合計 ジョウゲ スイドウ ダイ ゴウケイ												53,002,479

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		136,235		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SB206051		A16007874		A16007874		4/1/16		一般競争契約		5/2/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-ガス料		0		0		3,498,191		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BB206051		A16007874		A16007874		4/1/16		一般競争契約		5/2/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-ガス料		0		0		3,821,629		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PB206051		A16007874		A16007874		4/1/16		一般競争契約		5/2/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		127,844		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SB206051		A16009976		A16009976		4/1/16		一般競争契約		6/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-ガス料		0		0		6,141,020		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BB206051		A16009976		A16009976		4/1/16		一般競争契約		6/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-ガス料		0		0		6,662,225		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PB206051		A16009976		A16009976		4/1/16		一般競争契約		6/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		158,878		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SB206051		A16012816		A16012816		4/1/16		一般競争契約		7/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-ガス料		0		0		6,621,548		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BB206051		A16012816		A16012816		4/1/16		一般競争契約		7/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-ガス料		0		0		6,728,054		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PB206051		A16012816		A16012816		4/1/16		一般競争契約		7/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		186,513		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SB206051		A16015725		A16015725		4/1/16		一般競争契約		8/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-ガス料		0		0		2,591,229		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BB206051		A16015725		A16015725		4/1/16		一般競争契約		8/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-ガス料		0		0		2,351,396		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PB206051		A16015725		A16015725		4/1/16		一般競争契約		8/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		225,976		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SB206051		A16018973		A16018973		4/1/16		一般競争契約		9/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-ガス料		0		0		3,507,281		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BB206051		A16018973		A16018973		4/1/16		一般競争契約		9/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-ガス料		0		0		3,116,440		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PB206051		A16018973		A16018973		4/1/16		一般競争契約		9/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		183,083		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SB206051		A16021353		A16021353		4/1/16		一般競争契約		10/3/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-ガス料		0		0		3,151,890		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BB206051		A16021353		A16021353		4/1/16		一般競争契約		10/3/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-ガス料		0		0		2,774,473		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PB206051		A16021353		A16021353		4/1/16		一般競争契約		10/3/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		132,086		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SB206051		A16024300		A16024300		4/1/16		一般競争契約		11/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-ガス料		0		0		5,464,024		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BB206051		A16024300		A16024300		4/1/16		一般競争契約		11/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-ガス料		0		0		4,350,341		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PB206051		A16024300		A16024300		4/1/16		一般競争契約		11/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		172,323		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SB206051		A16027860		A16027860		4/1/16		一般競争契約		12/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-ガス料		0		0		7,325,232		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BB206051		A16027860		A16027860		4/1/16		一般競争契約		12/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-ガス料		0		0		3,781,921		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51PB206051		A16027860		A16027860		4/1/16		一般競争契約		12/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（12月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		95,734		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SB206051		A16031719		A16031719		1/1/17		随意契約		1/4/17		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（12月分）		収見合-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		2,458,628		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SB106051		A16031719		A16031719		1/1/17		随意契約		1/4/17		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（12月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-ガス料		0		0		4,824,387		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BB206051		A16031719		A16031719		1/1/17		随意契約		1/4/17		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（12月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J)-ガス料		0		0		336,861		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51JB206051		A16031719		A16031719		1/1/17		随意契約		1/4/17		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		130,402		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SB206051		A16036391		A16036391		4/1/16		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（1月分）		収見合-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,207,516		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SB106051		A16036391		A16036391		4/1/16		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-ガス料		0		0		1,986,351		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BB206051		A16036391		A16036391		4/1/16		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J)-ガス料		0		0		481,437		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51JB206051		A16036391		A16036391		4/1/16		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（2月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		3,277,171		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SB206051		A16039850		A16039850		4/1/16		一般競争契約		3/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（2月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-ガス料		0		0		6,605,904		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BB206051		A16039850		A16039850		4/1/16		一般競争契約		3/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		121,257		東京ガス（株）（自動引落）		A0E51SB206051		A16041312		A16041312		3/1/17		一般競争契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（3月分）		収見合-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,987,114		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SB106051		A16041312		A16041312		3/1/17		一般競争契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-ガス料		0		0		4,149,532		東京ガス（株）（自動引落）		I1E51BB206051		A16041312		A16041312		3/1/17		一般競争契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		46,820		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SB204051		A16007874		A16007874		4/1/16		一般競争契約		5/2/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		73,226		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SB204051		A16009976		A16009976		4/1/16		一般競争契約		6/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		86,002		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SB204051		A16012816		A16012816		4/1/16		一般競争契約		7/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		29,202		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SB204051		A16015725		A16015725		4/1/16		一般競争契約		8/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		31,916		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SB204051		A16018973		A16018973		4/1/16		一般競争契約		9/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		21,852		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SB204051		A16021353		A16021353		4/1/16		一般競争契約		10/3/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		51,076		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SB204051		A16024300		A16024300		4/1/16		一般競争契約		11/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（11月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		117,438		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SB204051		A16027860		A16027860		4/1/16		一般競争契約		12/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（12月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		105,280		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SB204051		A16031719		A16031719		1/1/17		随意契約		1/4/17		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（1月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		50,021		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SB204051		A16036391		A16036391		4/1/16		随意契約		2/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（2月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		146,494		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SB204051		A16039850		A16039850		4/1/16		一般競争契約		3/1/17		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（3月分）（宿泊施設） シュクハク シセツ		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		103,571		東京ガス（株）（自動引落）		A1E51SB204051		A16041312		A16041312		3/1/17		一般競争契約		3/31/17		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（4月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,728		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SB206051		A16004252		A16004252		4/1/16		随意契約		5/2/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,728		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SB206051		A16004255		A16004255		4/1/16		随意契約		6/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		長 チョウ		⑪		ガス		プロパンガス使用料（6月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		1,728		東京ガスエネルギー(株)　（自動引落）		A0E51SB206051		A16004425		A16004425		4/1/16		随意契約		7/1/16		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/17

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（3.9～3.30）太田団地B・C棟		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		3,211		東京ガスエネルギー（株）東海ＣＳ　（自動引落）		I1F01JBE21051		A16002239				4/1/16		随意契約		4/18/16		尾田　和正		江幡　誠		3/31/17

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（3月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		12,650		常陸農業協同組合ひたちなかガスセンター(自動引落)		A0F01JBAc1051		A16002589		A16002589		4/1/16		随意契約		4/22/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（4月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		10,300		常陸農業協同組合ひたちなかガスセンター(自動引落)		A0F01JBAc1051		A16008126		A16008126		4/1/16		随意契約		5/23/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（5月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		8,650		常陸農業協同組合ひたちなかガスセンター(自動引落)		A0F01JBAc1051		A16005233		A16005233		4/1/16		随意契約		6/17/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（6月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		6,710		常陸農業協同組合ひたちなかガスセンター(自動引落)		A0F01JBAc1051		A16008128		A16008128		4/1/16		随意契約		7/21/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（7月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		4,640		常陸農業協同組合ひたちなかガスセンター(自動引落)		A0F01JBAc1051		A16008129		A16008129		4/1/16		随意契約		8/22/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（8月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,720		常陸農業協同組合ひたちなかガスセンター(自動引落)		A0F01JBAc1051		A16008130		A16008130		4/1/16		随意契約		9/16/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（9月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		5,760		常陸農業協同組合ひたちなかガスセンター(自動引落)		A0F01JBAc1051		A16008131		A16008131		4/1/16		随意契約		10/17/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（10月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		8,890		常陸農業協同組合ひたちなかガスセンター(自動引落)		A0F01JBAc1051		A16008132		A16008132		4/1/16		随意契約		11/15/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（11月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		7,710		常陸農業協同組合ひたちなかガスセンター(自動引落)		A0F01JBAc1051		A16008133		A16008133		4/1/16		随意契約		12/19/16		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（12月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		10,190		常陸農業協同組合ひたちなかガスセンター(自動引落)		A0F01JBAc1051		A16008134		A16008134		4/1/16		随意契約		1/17/17		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（1月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		10,810		常陸農業協同組合ひたちなかガスセンター(自動引落)		A0F01JBAc1051		A16008135		A16008135		4/1/16		随意契約		2/16/17		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（2月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		10,650		常陸農業協同組合ひたちなかガスセンター(自動引落)		A0F01JBAc1051		A16008137		A16008137		4/1/16		随意契約		3/15/17		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

		-		⑪		ガス		プロパンガス代（3月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		9,180		常陸農業協同組合ひたちなかガスセンター(自動引落)		A0F01JBAc1051		A16008138		A16008138		4/1/16		随意契約		3/31/17		尾田　和正		藤井　芳昭		3/31/17

				⑪ガス代合計 ミチヨ ゴウケイ												101,735,024

				⑫新増改築費合計（補助金） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ ホジョキン

		長 チョウ		⑫自 ジ		付設備		【資産振替】高エネ研（東海）加速器運転準備棟新営工事　他６件		受託研費-J-PARC-加速器運転準備棟(間接･K裁量)-建設費		0		0		7,182,000				C2F01BkT11003		0000480886-04				7/25/16

		長 チョウ		⑫自 ジ		建物		【資産振替】高エネ研（東海）加速器運転準備棟新営工事　他６件		雑収入-J-PARC-加速器運転準備棟(助間･K裁量)-建設費		0		0		22,179,000				CCF01BjT11002		0000480886-04				7/25/16

				⑫新増改築費合計（自己資金等） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ ジコ シキン トウ												29,361,000

				⑫新増改築費合計（営繕費） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ エイゼン ヒ

		長 チョウ		⑬補 ホ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研基幹整備（筑波特高変電所高圧配電盤遮断器取替）工事		施設整備-施設部-[大穂]ライフライン再生（電設）-施設整備費		0		0		1,658,400		(株)東芝　エネルギーソリューション営業部		E0E31B120016F		A16030761				1/6/17		随意契約		42821		城野　雅明		瀬谷　憲明		3/27/17

		長 チョウ		⑬補 ホ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研基幹整備（筑波特高変電所高圧配電盤改修）工事		施設整備-施設部-[大穂]ライフライン再生（電設）-施設整備費		0		0		5,583,600		（株）つくば電気通信		E0E31B120016F		A16019035		A16019035		11/30/16		一般競争契約		42804		佐藤　正和		瀬谷　憲明		3/10/17

				⑬改修費合計（補助金） カイシュウ ヒ ゴウケイ ホジョキン												7,242,000

		長 チョウ		⑬営 エイ		付設備		高エネ研ＭＲ・Ｄ５電源棟女子便所取設機械設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		807,840		（有）佐藤管理工業		E0E31B0100103		A16021760		A16021760		10/14/16		随意契約		12/16/16		倉持　みゆき		品川　尚也		1/25/17

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ５電源棟女子便所取設機械設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		133,920		（有）佐藤管理工業		E0E31B010016F		A16021760		A16021760		10/14/16		随意契約		12/16/16		倉持　みゆき		品川　尚也		1/25/17

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物		高エネ研ＭＲ・Ｄ５電源棟女子便所取設工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		993,600		ツクバメンテナンス（株）		E0E31B0100102		A16021523		A16021523		10/7/16		随意契約		12/16/16		倉持　みゆき		府川　薫		1/25/17

		長 チョウ		⑬営 エイ		移設撤去		高エネ研ＭＲ・Ｄ５電源棟女子便所取設機械設備工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		4,640		（有）佐藤管理工業		E0E31B0100190		A16021760		A16021760		10/14/16		随意契約		12/16/16		倉持　みゆき		品川　尚也		1/25/17

		長 チョウ		⑬営 エイ		付設備		【資産登録】高エネ研ＰＦエネルギ－センタ－等冷温水発生機（ＲＢ－３）改修その他工事（設計業務含む）		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		32,397,092				E0E31B0100103		0000508577-06				3/21/17

		長 チョウ		⑬営 エイ		移設撤去		【資産登録】高エネ研ＰＦエネルギ－センタ－等冷温水発生機（ＲＢ－３）改修その他工事（設計業務含む）		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		5,662,908				E0E31B0100190		0000508577-06				3/21/17

				⑬改修費合計（営繕費） カイシュウ ヒ ゴウケイ エイゼン ヒ												40,000,000

		P		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研基幹整備（筑波特高変電所高圧配電盤遮断器取替）工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		447,600		(株)東芝　エネルギーソリューション営業部		A0E31BPB1106F		A16030761				1/6/17		随意契約		3/27/17		城野　雅明		瀬谷　憲明		3/27/17

		長 チョウ		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟精密機械実験室空調機取替工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		972,000		カンキ工業（有）		A0D14SB0b106F		A16010432		A16010432		6/24/16		随意契約		9/2/16		倉持　みゆき		山中　将		9/2/16

		長 チョウ		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟精密機械実験室内装改修工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		972,000		古谷建設（株）		A0D14SB0b106F		A16010430		A16010430		7/1/16		随意契約		8/29/16		倉持　みゆき		山中　将		9/2/16

		長 チョウ		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟精密機械実験室空調機用手元開閉器取替その他工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		127,440		（有）森田電気商会		A0D14SB0b106F		A16010431		A16010431		7/15/16		随意契約		8/31/16		倉持　みゆき		山中　将		8/31/16

		長 チョウ		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟１階便所改修工事		運交金-機構共通-KEKB女子トイレ経費(K裁量)-工事費		0		0		1,782,000		ツクバメンテナンス（株）		A0E51SBT3106F		A16002434		A16002434		5/31/16		随意契約		8/26/16		廣瀬　欽一		板山　裕之		8/26/16

		長 チョウ		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟１階便所改修機械設備工事		運交金-機構共通-KEKB女子トイレ経費(K裁量)-工事費		0		0		1,566,000		カンキ工業（有）		A0E51SBT3106F		A16002440		A16002440		6/15/16		随意契約		8/26/16		廣瀬　欽一		板山　裕之		8/26/16

		長 チョウ		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟１階便所改修電気設備工事		運交金-機構共通-KEKB女子トイレ経費(K裁量)-工事費		0		0		502,200		市村電気工業（株）		A0E51SBT3106F		A16002483		A16002483		6/17/16		随意契約		8/26/16		倉持　みゆき		板山　裕之		8/26/16

		長 チョウ		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS加速器準備棟納品管理センター間仕切り壁改修空調設備工事		受託研費-管理局-納管ｾﾝﾀｰ改修費(間接・K裁量)-改修費		0		0		432,000		カンキ工業（有）		C2E41BkT2106F		A16001823		A16001823		5/24/16		随意契約		7/8/16		佐藤　正和		小林　利弘		7/8/16

		長 チョウ		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS加速器準備棟納品管理センター間仕切り壁改修電気設備工事		受託研費-管理局-納管ｾﾝﾀｰ改修費(間接・K裁量)-改修費		0		0		616,680		（株）須藤電気商会		C2E41BkT2106F		A16001822		A16001822		6/2/16		随意契約		7/15/16		倉持　みゆき		小林　利弘		7/15/16

		長 チョウ		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS加速器準備棟納品管理センター間仕切り壁改修工事		受託研費-管理局-納管ｾﾝﾀｰ改修費(間接・K裁量)-改修費		0		0		691,200		（株）近藤工務店		C2E41BkT2106F		A16001820		A16001820		6/1/16		随意契約		42564		倉持　みゆき		小林　利弘		7/22/16

		長 チョウ		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ５電源棟女子便所取設電気設備工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		243,000		（株）須藤電気商会		A0E31SB81206F		A16023014		A16023014		11/7/16		随意契約		12/16/16		倉持　みゆき		伊藤　博		1/25/17

		-		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎806号棟等エレベーター設備改修工事		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		27,000,000		三菱電機ビルテクノサービス(株)首都圏第一支社		A0E51SB51106F		A16000130		A16000130		5/25/16		随意契約（第一号）		10/28/16		廣瀬　欽一		齋木　武		10/28/16

				⑬改修費合計（自己資金等） カイシュウ ヒ ゴウケイ ジコ シキン トウ												35,352,120



















																6,235,668,296





平成29年度

		区分 クブン		項目 コウモク		形態別科目		件名		予算名称(細目レベル)		無効額		見込額		済額		債主名称		債主コード		予算コード		決議申請伝票番号		集約番号		原因決議番号		原因		日付		プロジェクト		契約種類		契約方式		目的別科目		進行基準		未払金伝票仕訳日		検収場所		決議書担当者		決議書使用者		決議書納入期限		官公需種別		官公需区分		創業年月日

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研４号館３階３１０室網戸修理及び再取付その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		538,920		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81106B		A17033064								1/12/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		1/29/18				城野　雅明		峯　秀介		1/29/18		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研4号館4階415室外扉本体及びガラス破損調査その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		507,600		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81106B		A17022896								10/5/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		10/30/17				倉持　みゆき		峯　秀介		10/30/17		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研国際交流センター北側外扉ドアクローザー不良修理　その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		225,180		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81106B		A17040464		A17040464						3/6/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/15/18				城野　雅明		佐倉　恭平		3/15/18		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		（特別業務）高エネ研超伝導ﾘﾆｱｯｸ試験施設棟西側ｼｬｯﾀｰ動作不良修理その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		353,160		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81106F		A17009952		A17009952						6/7/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		6/26/17		納入場所		倉持　みゆき		峯　秀介		6/22/17		役務		中小企業

		P		①		環境整備		ＰＦ光源棟小型冷凍機冷媒回収　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通管理		0		0		248,400		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0B10PC022774		A17024279		A17024279						9/25/17		放射光施設による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/27/17		納入場所		岡野　清美		菊地　貴司		10/31/17		役務		大企業

		P		①		環境整備		PF棟501室他居室クロス張り替え及び清掃作業　一式		運交金-加七-加速器七系(一般)-研究主幹		0		0		239,976		（有）エアリー		0298500133		A0C27SC271074		A17040158		A17040158						3/7/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		C		期間進行型		3/29/18		納入場所		飯村　道子		小林　幸則		3/30/18		役務		中小企業

		P		①		環境整備		UPS更新　一式		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-マグネット		0		0		173,880		協立電機（株）		0542888888		I1C28BC011774		A17020041		A17020041						9/15/17		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		進行基準対象外		12/4/17		納入場所		長峯　真聡		中村　衆		12/28/17		物品		大企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(吾妻)2丁目職員宿舎802棟東側通路舗装改修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		712,800		（株）ミヤモト開発		0298738220		A0E41SC51106F		A17012820		A17012820						8/2/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		9/22/17				倉持　みゆき		杉尾　和彦		9/22/17		工事		中小企業

		-		①		他委託		高エネ研(吾妻)職員宿舎201棟既設建屋図面作成業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		680,400		(株)友水設計		0299244473		A0E41SC511078		A17000044		A17000044						7/12/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		10/31/17		納入場所		倉持　みゆき		杉尾　和彦		10/27/17		役務		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎８０３棟屋上防水補修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		1,598,400		(有)ＫＩ防水		0280308305		A0E41SC51106F		A17000032		A17000032						4/21/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		6/9/17				廣瀬　欽一		杉尾　和彦		6/13/17		工事		中小企業		4/1/88

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）職員宿舎807号棟709室給湯器取替工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		75,600		カンキ工業（有）		0298855110		A0E41SC51106F		A17023903		A17023903						10/20/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		10/23/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		10/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(吾妻)職員宿舎811棟北側通路排水枡設置工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		486,000		（株）ミヤモト開発		0298738220		A0E41SC51106F		A17000031		A17000031						5/9/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		6/15/17				倉持　みゆき		杉尾　和彦		6/16/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(竹園)職員宿舎701棟等外壁改修その他工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		26,244,000		(株)矢口		0292710006		A0E41SC51106F		A17000397		A17000397						5/25/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		K		期間進行型		12/19/17				城野　雅明		杉尾　和彦		12/22/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（竹園）職員宿舎703号棟201室給湯器取替工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		27,000		カンキ工業（有）		0298855110		A0E41SC51106F		A17042118		A17042118						3/27/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		3/27/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/30/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（竹園）職員宿舎704棟西側駐車場舗装補修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		388,800		（株）ミヤモト開発		0298738220		A0E41SC51106F		A17015848		A17015848						9/1/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		10/25/17				倉持　みゆき		杉尾　和彦		10/13/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館１１３号室鋼製扉ガラス交換工事		運交金-管理局-東海C運営費(一般)-物件費		0		0		162,000		(株)羽原工務店		0297623950		A0E41SC74106F		A17007736		A17007736						5/17/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		6/9/17				倉持　みゆき		山口　陽		6/9/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館１階１１３室空調機（ＡＣＰ－Ｔ１－１５）プリント基板他取替		運交金-管理局-東海C運営費(一般)-物件費		0		0		179,280		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0E41SC74106F		A17035855		A17035855						1/24/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		2/13/18				城野　雅明		山口　陽		2/20/18		役務		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）1号館1階119室空調機（ACP-T1-17）四路切替弁他取替		運交金-管理局-東海C運営費(一般)-物件費		0		0		201,960		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0E41SC74106F		A17030512		A17030512						12/13/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		12/27/17				倉持　みゆき		山口　陽		12/26/17		工事		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館３階３２２室空調機（ＡＣＰ－Ｔ１－１７）熱交換器取替		運交金-管理局-東海C運営費(一般)-物件費		0		0		274,320		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0E41SC74106F		A17033390		A17033390						1/10/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		1/30/18				城野　雅明		山口　陽		2/13/18		役務		大企業

		長 チョウ		①		付設備		高エネ研(東海)2号館109号室空調機取設工事		運交金-J-PARC-一般安全(一般)-物件費		0		0		745,200		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01SCD21103		A17029356		A17029356						12/5/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		E		期間進行型		1/30/18				倉持　みゆき		菅原　正克		1/30/18		工事		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）２号館屋上防水補修工事		運交金-J-PARC-一般安全(一般)-物件費		0		0		723,600		(有)ＫＩ防水		0280308305		A0F01SCD2116F		A17030274		A17030274						12/6/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		E		期間進行型		1/30/18				廣瀬　欽一		別所　光太郎		1/31/18		工事		中小企業		4/1/88

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）２号館居室窓改修工事		運交金-管理局-東海C運営費(一般)-物件費		0		0		604,800		東康建設工業（株）		0292822626		A0E41SC74106F		A17019741		A17019741						9/12/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		10/17/17				倉持　みゆき		山口　陽		10/17/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）２号館男子便所大便器用洗浄便座取替工事		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		76,680		（株）シミズ空調サービス		0292736073		A0F01JCE3106F		A17021569		A17021569						9/27/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		10/24/17				倉持　みゆき		山口　陽		10/24/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）50GeV変電所等自動火災報知設備用火災受信機他改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		864,000		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		A0F01JCE2206F		A17030309		A17030309						12/18/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/19/18				倉持　みゆき		千田　謙太郎		3/23/18		工事		大企業

		-		①		他委託		高エネ研（東海）J-PARC進入路概略検討業務		収見合-J-PARC-進入路設計費-設計費		0		0		894,240		土地家屋調査士　高橋　昭		0292823182		A1F01SC970178		A17001817		A17001817						4/11/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		5/9/17				倉持　みゆき		小関　忠		5/15/17		役務		非対象その他

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）Ｊ－ＰＡＲＣ内等区画線引き工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		64,800		(株)羽原工務店		0297623950		A0F01JCE2106F		A17036561		A17036561						2/7/18		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/12/18				城野　雅明		峯　秀介		3/23/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＬＦ棟東側仮設バリケード取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		226,800		東康建設工業（株）		0292822626		A0F01JCE2106F		A17039551		A17039551						2/14/18		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/12/18				城野　雅明		佐倉　恭平		3/28/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）MLF棟北東側竪樋改修工事		運交金-J-PARC-Hライン(J)-物件費		0		0		1,188,000		東康建設工業（株）		0292822626		A0F01JCB5106F		A17028042		A17028042						1/26/18		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/12/18				廣瀬　欽一		河村　成肇		3/15/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟等冷却水ポンプ更新工事		運交金-施設部-老朽化対策経費(一般)-冷却水ポンプ更新費		0		0		12,744,000		三菱重工冷熱(株)筑波営業所		0298428423-1		A0E31SCT1206F		A17021261		A17021261						11/7/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		期間進行型		3/12/18				城野　雅明		小川　一弘		3/15/18		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟冷却水ポンプ空気抜配管取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		365,040		三菱重工冷熱(株)筑波営業所		0298428423-1		A0F01JCE2306F		A17035225		A17035225						1/26/18		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/12/18				城野　雅明		小川　一弘		3/15/18		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟冷却塔（ＣＴ－Ｍ１－１他）逆止弁取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		940,680		三菱重工冷熱(株)筑波営業所		0298428423-1		A0F01JCE2306F		A17033393		A17033393						1/16/18		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/12/18				城野　雅明		小川　一弘		3/15/18		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１電源棟サブトンネル空調機（ＡＣＰ－Ｄ１－３０－２）インバーター基板他取替 		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		535,680		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306F		A17027733		A17027733						11/22/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		12/12/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		12/12/17		役務		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１電源棟電源室空調機（ＡＣＰ－Ｄ１－１－３）電動膨張弁取替 		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		339,120		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306F		A17037715		A17037715						2/19/18		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/12/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		3/12/18		役務		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１電源棟等屋外純水量水器信号配線配管改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		140,400		日本電技（株）つくば支店		0298513166		A0F01JCE2306F		A17015441		A17015441						7/25/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		8/22/17				倉持　みゆき		小川　一弘		8/22/17		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１電源棟等外気処理ユニット用マノメータ移設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		270,000		東洋プラント工業（株）		0298428611		A0F01JCE2306F		A17032691		A17032691						1/10/18		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/20/18				城野　雅明		小川　一弘		3/20/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１搬入棟ＲＩ排水移送ポンプ（ＰＤ－Ｃ１－１－１，２）取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		714,960		(株）山一		0292871390		A0F01JCE2306F		A17035812		A17035812						2/2/18		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/20/18				城野　雅明		小川　一弘		3/20/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第２機械棟等冷却塔電動機軸受その他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		455,220		東洋プラント工業（株）		0298428611		A0F01JCE2306F		A17031069		A17031069						12/21/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/20/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		3/20/18		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第２電源棟東側外壁クラック補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		972,000		東康建設工業（株）		0292822626		A0F01JCE2106F		A17030520		A17030520						12/18/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/12/18				倉持　みゆき		峯　秀介		3/15/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟等送風機電動機軸受その他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		353,160		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306F		A17033872		A17033872						1/10/18		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/12/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		3/20/18		役務		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟排気ダンパー（ＭＤ－Ｍ３－３）点検架台取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		880,200		第一鉄工(株)		0291372612		A0F01JCE2306F		A17033372		A17033372						1/16/18		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/20/18				城野　雅明		小川　一弘		3/20/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)MR第３電源棟設備用ヤード屋外バスダクト塗装工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		896,400		金沢産業（株）		0294342411-1		A0F01JCE2206F		A17030310		A17030310						12/19/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		2/1/18				倉持　みゆき		千田　謙太郎		2/2/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟設備用ヤード屋外変圧器塗装工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		534,600		金沢産業（株）		0294342411-1		A0F01JCE2206F		A17033514		A17033514						1/22/18		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/19/18				城野　雅明		千田　謙太郎		3/16/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＲＮＢ実験準備棟実験準備室１空調機（ＡＣＰ－ＲＮＢ－１，２)修理 		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		355,320		(株)アメニティ・ジャパン		0292401511		A0F01JCE2306F		A17005431		A17005431						4/28/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		5/30/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		5/30/17		役務		中小企業

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研（東海）いばらき量子ビーム研究センターPHS基地局移設工事		運交金-加一・二-加速器一・二系(一般)-加一・二系共通		0		0		99,684		金沢産業（株）		0294342411-1		A0C29SC211078		A17007747								4/20/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		C		期間進行型		5/22/17				倉持　みゆき		千田　謙太郎		5/12/17		役務		中小企業

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研（東海）いばらき量子ビーム研究センターPHS基地局移設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		69,876		金沢産業（株）		0294342411-1		A0E31SC822078		A17007747								4/20/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		5/22/17				倉持　みゆき		千田　謙太郎		5/12/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟外気処理用フィルターユニット（ＡＦＵ－ＴＳ－１）漏水修理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		383,400		第一鉄工(株)		0291372612		A0F01JCE2306F		A17030724		A17030724						12/18/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/20/18		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		3/20/18		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)ﾆｭｰﾄﾘﾉﾀｰｹﾞｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ棟電動両開き遮蔽扉ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾝｻｰ交換工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		320,760		（株）イトーキ　		0332066151		A0F01JCE2106F		A17029807		A17029807						12/7/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		1/16/18				倉持　みゆき		佐倉　恭平		1/31/18		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ﾆｭｰﾄﾘﾉﾀｰｹﾞｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ棟北側外部鋼製建具補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		27,000		東康建設工業（株）		0292822626		A0F01JCE2106F		A17026513		A17026513						11/10/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		12/28/17				倉持　みゆき		峯　秀介		12/28/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟地下２階実験装置置場（１）等煙感知器撤去他工事		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・放射線・安全		0		0		93,312		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		I1F01JCAc236F		A17013979								7/12/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		7/26/17				倉持　みゆき		坂下　健		7/21/17		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟地下２階実験装置置場（１）等煙感知器撤去他工事		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		28,728		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		I1F01JCE2206F		A17013979								7/12/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		7/26/17				倉持　みゆき		坂下　健		7/21/17		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ実験準備棟等空調機修理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		454,680		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306F		A17015628		A17015628						7/31/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		9/26/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		9/26/17		役務		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第１設備棟２階制御室等空調機修理 		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		714,960		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306F		A17005533		A17005533						5/8/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		5/30/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		5/30/17		役務		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第１設備棟空調機（ＡＣＰ－ＮＭ１－２－３）インバーター圧縮機他取替 		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		864,000		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306F		A17009070		A17009070						6/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		6/27/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		6/27/17		役務		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第１設備棟等非常灯用蓄電池他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		716,580		金沢産業（株）		0294342411-1		A0F01JCE2206F		A17019637		A17019637						9/13/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		11/24/17				倉持　みゆき		千田　謙太郎		11/17/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第2設備棟バッファータンク（ＮＵ－ＢＴ－１）系統分岐バルブ取設工事		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・二次ライン		0		0		198,720		第一鉄工(株)		0291372612		I1F01JCAc146F		A17027678		A17027678						11/21/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		1/4/18				倉持　みゆき		大山　雄一		1/16/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟ホット機械室系送風機（ＦＳ－ＮＭ２－４）取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		259,200		第一鉄工(株)		0291372612		A0F01JCE2306F		A17025155		A17025155						10/30/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		11/14/17				倉持　みゆき		小川　一弘		11/14/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟電源室給気ダクト保温工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		706,320		第一鉄工(株)		0291372612		A0F01JCE2306F		A17012487		A17012487						7/3/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		9/26/17				倉持　みゆき		小川　一弘		9/26/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟等冷水ポンプ電動機その他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		611,280		東洋プラント工業（株）		0298428611		A0F01JCE2306F		A17033807		A17033807						1/19/18		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/20/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		3/20/18		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟上水配管漏水修理工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		224,100		㈱タケムラ		0294531711		A0F01JCE2306F		A17035915		A17035915						2/2/18		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/20/18				城野　雅明		小川　一弘		3/20/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟西側屋外純水補給水管漏水修理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		49,680		第一鉄工(株)		0291372612		A0F01JCE2306F		A17014299		A17014299						7/18/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		8/1/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		8/1/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ入域管理棟煙感知器点検口エレベーター停止スイッチ取設工事		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		205,200		東芝エレベータ（株）東関東支社		0432253521		I1F01JCE2206F		A17010918		A17010918						6/19/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		10/16/17				倉持　みゆき		千田　謙太郎		10/13/17		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュ－トリノサブトンネル建具等補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		454,680		東康建設工業（株）		0292822626		A0F01JCE2106F		A17014302		A17014302						7/20/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		8/29/17				倉持　みゆき		相沢　栄次郎		9/15/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュ－トリノタ－ゲットステ－ション棟遮蔽扉用可とう電線管取換工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		42,120		西山電気（株）		0334440101		A0F01JCE2106F		A17038140		A17038140						2/14/18		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/1/18				城野　雅明		相沢　栄次郎		3/23/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュ－トリノモニタ－棟北側外壁クラック補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		594,000		(有)ＫＩ防水		0280308305		A0F01JCE2106F		A17036280		A17036280						2/2/18		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/16/18				城野　雅明		相沢　栄次郎		3/23/18		工事		中小企業		4/1/88

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)ニュ－トリノ実験準備棟金属屋根補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		54,000		水戸屋建設(株)		0296735158		A0F01JCE2106F		A17023422		A17023422						10/16/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		10/31/17				倉持　みゆき		相沢　栄次郎		11/30/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュ－トリノ実験準備棟入口ドアクロ－ザ取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		34,560		東康建設工業（株）		0292822626		A0F01JCE2106F		A17013827		A17013827						7/19/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		8/23/17				倉持　みゆき		相沢　栄次郎		8/15/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロンスイッチヤード床補修工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		204,120		東康建設工業（株）		0292822626		I1F01JCAa106F		A17029004		A17029004						12/14/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		1/30/18				倉持　みゆき		加藤　洋二		1/31/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホールフィルターユニット（FU-HH-1)フィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		216,000		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		I1F01JCAa106F		A17027724		A17027724						11/17/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/12/17				倉持　みゆき		髙橋　仁		12/12/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホールフィルターユニット（FU-HH-1)へパフィルター取替作業		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		216,000		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		I1F01JCAa106F		A17029362		A17029362						12/5/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		12/28/17				倉持　みゆき		髙橋　仁		1/9/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール差圧計取設工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		335,880		㈱タケムラ		0294531711		I1F01JCAa106F		A17036929		A17036929						2/6/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		3/20/18				城野　雅明		髙橋　仁		3/20/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール東側鉄骨螺旋階段落下防止対策		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		291,600		東康建設工業（株）		0292822626		A0F01JCE2106F		A17031384		A17031384						12/26/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		2/8/18		納入場所		城野　雅明		髙橋　誠		2/28/18		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール南側手洗用排水管改修工事		先端研究推進費-J-PARC-ミューオン(J)-物件費・Bライン		0		0		756,000		㈱タケムラ		0294531711		I1F01JCAm116F		A17021891		A17021891						9/25/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		10/24/17				倉持　みゆき		髙橋　仁		10/24/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール南側鉄骨階段等電灯設備改修工事		先端研究推進費-J-PARC-ミューオン(J)-物件費・Bライン		0		0		410,400		西山電気（株）		0334440101		I1F01JCAm116F		A17008966		A17008966						6/5/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		12/22/17				倉持　みゆき		髙橋　仁		12/22/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール南側螺旋階段等照明設備取設工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		270,000		西山電気（株）		0334440101		I1F01JCAa106F		A17033389		A17033389						1/22/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		3/19/18				城野　雅明		髙橋　仁		3/16/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験施設スイッチヤード廃液移送ポンプ（ＰＤ－ＨＭ１－１－２）取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		281,880		東洋プラント工業（株）		0298428611		A0F01JCE2306F		A17014560		A17014560						7/21/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		9/26/17				倉持　みゆき		小川　一弘		9/26/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験準備棟２階アッセンブリホール照明器具取設工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		71,280		西山電気（株）		0334440101		I1F01JCAa116F		A17011009		A17011009						6/22/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		7/26/17				倉持　みゆき		家入　正治		7/14/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験棟電気錠不具合修繕工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		210,600		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		A0F01JCE2106F		A17038596		A17038596						1/5/18		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/16/18				城野　雅明		相沢　栄次郎		3/15/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１電源棟自動火災報知設備地区音響用中継器取替工事		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		89,640		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		I1F01JCE2206F		A17009472		A17009472						6/6/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		7/26/17				倉持　みゆき		千田　謙太郎		7/21/17		工事		大企業

		P		①		付設備		高エネ研（東海）ハドロン第１電源棟電源室空調機取設工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		5,346,000		㈱タケムラ		0294531711		I1F01JCAa1003		A17011030		A17011030						11/6/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/20/18				城野　雅明		髙橋　仁		3/20/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１電源棟電源室等コンセント取設工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		199,800		西山電気（株）		0334440101		I1F01JCAa106F		A17012834		A17012834						7/25/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		9/6/17				倉持　みゆき		髙橋　仁		9/1/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟純水５系統冷却塔ラインポンプ保温工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		906,120		(株）山一		0292871390		A0F01JCE2306F		A17031777		A17031777						12/22/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		2/13/18				城野　雅明		小川　一弘		2/20/18		工事		中小企業

		P		①		環境整備		高エネ研（東海）ハドロン入出管理棟西側通路改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		896,400		東康建設工業（株）		0292822626		A0F01JCE21074		A17027616		A17027616						11/27/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		1/30/18				倉持　みゆき		髙橋　誠		1/26/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン搬入棟１階遮蔽ハッチパッキン補修工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		280,800		東康建設工業（株）		0292822626		I1F01JCAa106F		A17021567		A17021567						9/19/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		10/5/17				倉持　みゆき		髙橋　仁		10/17/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設１２９室空調機修理		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		52,920		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A1E51SC21106F		A17035237		A17035237						1/29/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		2/27/18				城野　雅明		塙　正広		2/27/18		工事		大企業

		-		①		その他修繕費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設213号室空調機修理		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		54,000		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A1E51SC21106I		A17016739		A17016739						8/4/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		9/26/17				倉持　みゆき		塙　正広		9/26/17		工事		大企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ユーザー宿泊施設捕食室空調換気扇用ベンドキャップ取替他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		117,720		㈱タケムラ		0294531711		A1E51SC21106F		A17025957		A17025957						11/20/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		12/27/17				倉持　みゆき		塙　正広		12/26/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）加速器運転準備棟除湿器ドレン配管工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		243,000		㈱タケムラ		0294531711		A0F01JCE2306F		A17026681		A17026681						11/15/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		12/27/17				倉持　みゆき		小川　一弘		12/26/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）外周ラック工水等エア抜きバルブ保温工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		368,280		㈱タケムラ		0294531711		A0F01JCE2306F		A17030136		A17030136						12/14/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		1/30/18				倉持　みゆき		小川　一弘		1/30/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研（東海）構内ＰＨＳ設定		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		33,534		ソフトバンク(株)エンタープライズ第一営業本部第二営業統括部		0368899228		A0F01JCE22078		A17036595		A17036595						2/9/18		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/9/18		納入場所		城野　雅明		千田　謙太郎		3/9/18		役務		大企業		12/9/86

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研（東海）構内PHS内線設定		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		46,440		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）		0367009650		A0E31SC822078		A17020153		A17020153						9/19/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		10/6/17		納入場所		倉持　みゆき		千田　謙太郎		10/6/17		役務		大企業

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研（東海）構内PHS内線設定他		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理		0		0		3,510		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）		0367009650		A0F01JCD11278		A17008845								5/19/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		E		成果進行型		6/9/17				倉持　みゆき		千田　謙太郎		6/9/17		工事		大企業

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研（東海）構内PHS内線設定他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		59,670		エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株）　（振込）		0367009650		A0E31SC822078		A17008845								5/19/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		6/9/17				倉持　みゆき		千田　謙太郎		6/9/17		工事		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）西地区高圧変電所有圧換気扇取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		805,680		㈱タケムラ		0294531711		A0E31SC82306F		A17008787		A17008787						5/29/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		7/25/17				倉持　みゆき		小川　一弘		7/25/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）設備管理棟２階事務室等空調機修理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		544,320		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306F		A17011357		A17011357						6/21/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		7/25/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		7/25/17		役務		大企業

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研（東海）代替保安林測量業務		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		0		0		411,360		土地家屋調査士　高橋　昭		0292823182		A0F01SCE11078		A17030506		A17030506						12/13/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		1/15/18				倉持　みゆき		山口　陽		1/15/18		工事		非対象その他

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟パ－テ－ション設置工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		739,800		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		A0E31SC82106F		A17030855		A17030855						1/17/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/16/18				城野　雅明		相沢　栄次郎		3/15/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟計算機室空調機（ＡＣＰ－９）プリント基板取替　		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		96,120		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306F		A17036500		A17036500						2/7/18		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/12/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		3/20/18		役務		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟計算機室空調機（ＡＣＰ－９）圧縮機取替		運交金-J-PARC-MR運転(J)-共通		0		0		258,120		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCC1106F		A17041886		A17041886						3/16/18		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/30/18				城野　雅明		小関　忠		3/30/18		工事		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟女子便所大便器用フラッシュバルブ取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		43,200		（株）シミズ空調サービス		0292736073		A0E31SC82306F		A17021501		A17021501						9/22/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		10/24/17				倉持　みゆき		小川　一弘		10/24/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟設備コントロール室空調用リモコン移設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		92,880		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306F		A17035008		A17035008						1/29/18		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		2/27/18				城野　雅明		小川　一弘		3/13/18		工事		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟中央監視装置メッセージ出力用ソフトウェア改修		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		2,376,000		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		0292249565		A0F01JCE2206F		A17027932		A17027932						12/8/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/23/18		納入場所		廣瀬　欽一		千田　謙太郎		3/23/18		役務		大企業

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研（東海）中央制御棟等仮設発電機運転業務		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		749,520		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		I1F01JCE22078		A17011262		A17011262						6/21/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		7/26/17		納入場所		倉持　みゆき		千田　謙太郎		7/26/17		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟入口アプローチ両側タイル補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		115,560		東康建設工業（株）		0292822626		A0F01JCE2106F		A17010476		A17010476						6/6/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		7/11/17				倉持　みゆき		赤池　健		7/7/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)中央制御棟放送設備外部入力インターフェイスパネル修理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		71,280		TOAエンジニアリング（株）　東京営業所		0356461291		A0F01JCE2206F		A17019394		A17019394						9/11/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		9/29/17		納入場所		倉持　みゆき		千田　謙太郎		9/29/17		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)中央制御棟廊下照明用切替スイッチ取設工事		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		162,000		金沢産業（株）		0294342411-1		I1F01JCE2206F		A17010228		A17010228						6/13/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		7/26/17				倉持　みゆき		千田　謙太郎		7/21/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）長尺ビームライン棟等空調機修理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		891,000		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306F		A17028641		A17028641						12/4/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		12/27/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		12/26/17		役務		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海１号館101号室北側内壁仕上改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		308,880		東康建設工業（株）		0292822626		A0E31SC82106F		A17010729		A17010729						6/14/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		7/11/17				倉持　みゆき		相沢　栄次郎		7/31/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海１号館外周歩道床補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		324,000		東康建設工業（株）		0292822626		A0E31SC82106F		A17040320		A17040320						3/1/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/30/18				城野　雅明		相沢　栄次郎		3/30/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）東海１号館地下１階００１室レーザー用 暗幕内自動火災報知設備取設工事		先端研究推進費-J-PARC-ミュオン実験(J)-物件費		0		0		272,160		西山電気（株）		0334440101		I1F01JCB2106F		A17027727		A17027727						11/28/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		12/22/17				倉持　みゆき		中村　惇平		12/22/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研1号館108室等室内機異音その他修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		410,400		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81306F		A17009995		A17009995						6/5/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		6/23/17		納入場所		倉持　みゆき		清岡　翔吾		6/23/17		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研１号館池埋戻し工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		1,879,200		（株）近藤工務店		0298360207		A0E31SC81106F		A17012926		A17012926						7/7/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		8/30/17				廣瀬　欽一		山内　真也		8/31/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館１階国際企画課事務室コンセント他取設工事		運交金-管理局-国際企画課(一般)-物件費		0		0		676,080		メイデン（株）		0297622509		A0E41SC07106F		A17039722								3/1/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		3/29/18				城野　雅明		塚本　智		3/29/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館１階国際企画課事務室コンセント他取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		101,520		メイデン（株）		0297622509		A0E31SC81206F		A17039722								3/1/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/29/18				城野　雅明		塚本　智		3/29/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館１階国際企画課事務室電話回線移設		運交金-管理局-国際企画課(一般)-物件費		0		0		62,100		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		0298215331		A0E41SC07106F		A17038914		A17038914						3/1/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		3/22/18				城野　雅明		吉田　健一		3/27/18		役務		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研2号館1階大会議室タイルカーペット補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		162,000		（株）高田工務店		0298360326		A0E31SC81106F		A17020168		A17020168						9/19/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		9/25/17				倉持　みゆき		赤池　健		9/29/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館１階大会議室外壁補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		550,800		(有)ＫＩ防水		0280308305		A0E31SC81106F		A17033228		A17033228						1/16/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		2/8/18				城野　雅明		赤池　健		2/28/18		工事		中小企業		4/1/88

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館２０４室鍵交換工事		運交金-機構共通-研究支援戦略推進部(一般)-物件費		0		0		3,672		(株)山三		0298563678		A0E51SC71106F		A17007886								5/10/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		6/13/17				倉持　みゆき		幅　淳二		6/30/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館２０４室鍵交換工事		運交金-先端-測定器開発・物件費(先端)-その他		0		0		17,280		(株)山三		0298563678		A0EAALCd1196F		A17007886								5/10/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		6/13/17				倉持　みゆき		幅　淳二		6/30/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館２階２０１室電話回線移設		運交金-機構共通-研究支援戦略推進部(一般)-物件費		0		0		16,200		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		0298215331		A0E51SC71106F		A17041458		A17041458						3/20/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/28/18				城野　雅明		佐藤　尚美		3/28/18		役務		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研2号館会議室大床下地補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		810,000		（株）高田工務店		0298360326		A0E31SC81106F		A17012208		A17012208						6/27/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		7/25/17				倉持　みゆき		赤池　健		8/4/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研2号館大会議室床下換気扇取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		496,800		カンキ工業（有）		0298855110		A0E31SC81306F		A17012202		A17012202						6/8/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		7/28/17				倉持　みゆき		見持　歩樹		7/28/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研２号館中会議室ドアノブ修繕工事		運交金-管理局-国際企画課(一般)-物件費		0		0		44,280		(株)山三		0298563678		A0E41SC07106F		A17039958		A17039958						3/2/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		3/27/18				城野　雅明		吉田　健一		3/30/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館Ｐ１階屋上防水補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		470,880		(株)ツクバ防水		0298466487		A0E31SC81106F		A17004857		A17004857						4/28/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		5/22/17				倉持　みゆき		赤池　健		5/26/17		工事		中小企業		2/10/14

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館セミナーホール屋上ガラリ補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		853,200		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		A0E31SC81106F		A17036694		A17036694						2/9/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/30/18				城野　雅明		赤池　健		3/30/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館屋上防水改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		540,000		水戸屋建設(株)		0296735158		A0E31SC81106F		A17022443		A17022443						10/6/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		11/10/17				倉持　みゆき		赤池　健		11/10/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館空調機(ACP-2E)他修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		129,600		(株)アメニティ・ジャパン		0292401511		A0E31SC81306F		A17002254		A17002254						4/18/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		5/12/17		納入場所		倉持　みゆき		品川　尚也		5/12/17		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館展望室排煙窓止水その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		178,200		(株)山三		0298563678		A0E31SC81106F		A17038342		A17038342						2/21/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/27/18				城野　雅明		佐倉　恭平		3/30/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研3号館展望室排煙窓漏水調査業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		19,440		(株)山三		0298563678		A0E31SC811078		A17032310		A17032310						1/9/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		2/9/18		納入場所		城野　雅明		赤池　健		2/28/18		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館2階給湯室コンセント改修他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		143,640		（有）信濃電設		0298574335		A0E31SC81206F		A17014013								6/30/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		7/20/17				倉持　みゆき		伊藤　博		7/21/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館2階給湯室コンセント改修他工事		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		0		0		56,160		（有）信濃電設		0298574335		A0B01SC07106F		A17014013								6/30/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		7/20/17				倉持　みゆき		伊藤　博		7/21/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館３階３４４室多機能電話回線取設その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		48,600		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		0298215331		A0E31SC81206F		A17032227								12/19/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		1/12/18				城野　雅明		氏家　和輝		1/12/18		工事		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館３階３４４室多機能電話回線取設その他工事		運交金-素長-素核研共通(一般)-物件費		0		0		63,720		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		0298215331		A0A01SC01106F		A17032227								12/19/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		1/12/18				城野　雅明		氏家　和輝		1/12/18		工事		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館３階男子トイレ大便器用便座取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		50,544		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　北関東支店　茨城営業所		0296439716		A0E31SC81306F		A17008757		A17008757						5/30/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		6/16/17				倉持　みゆき		見持　歩樹		6/16/17		工事		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館４１１室鍵交換工事		運交金-素長-素核研共通(一般)-物件費		0		0		17,280		(株)山三		0298563678		A0A01SC01106F		A17004429		A17004429						4/25/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		6/5/17				倉持　みゆき		德宿　克夫		6/7/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館４１５室鍵交換工事		運交金-素核研-低温(一般)-物件費		0		0		17,280		(株)山三		0298563678		A0A20SCi1106F		A17010364		A17010364						6/6/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		7/10/17				倉持　みゆき		槙田　康博		7/21/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館GHP-203系統ユニット基板他取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		507,600		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81306F		A17034941		A17034941						1/29/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		2/16/18		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		2/16/18		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館ＧＨＰ－２１０スタータモータ他取替修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		518,400		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81306F		A17033903		A17033903						1/17/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		2/26/18		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		2/26/18		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＢＴトンネル脱出口建屋防水改修工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		993,600		水戸屋建設(株)		0296735158		A0C28BC01106F		A17030711		A17030711						12/22/17		Bファクトリーによる実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		2/15/18				城野　雅明		三増　俊広		2/28/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研DRトンネル境界領域構内PHS基地局取設その他工事		運交金-加三・四-B運転(B)-BT		0		0		277,560		常伸電通システム（株）		0298242757		A0C28BC01206F		A17029449		A17029449						12/27/17		Bファクトリーによる実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		1/22/18				城野　雅明		菊池　光男		1/26/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＤＲ電源棟ビニルハウス内感知器取設工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-モニター		0		0		367,200		（株）須藤電気商会		0298211329		I1C28BC01196F		A17029365		A17029365						12/11/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		12/15/17				倉持　みゆき		池田　仁美		12/15/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ERL開発棟2階サーバー室エアコン修理		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-保守費		0		0		54,000		高橋興業（株）		0298242211		A0EAALCe1106F		A17022562		A17022562						9/28/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		10/25/17				倉持　みゆき		多田野　幹人		10/25/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＥＲＬ開発棟等火災報知設備中継器他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		428,760		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		A0E31SC81206F		A17035060		A17035060						1/26/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/23/18				城野　雅明		氏家　和輝		3/23/18		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKBコントロール棟リモートコントロール装置取付工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		885,600		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		0298392002		A0E31BPC1206F		A17009716		A17009716						5/31/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		7/31/17				倉持　みゆき		見持　歩樹		7/31/17		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢコントロール棟休憩室換気扇取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		37,800		カンキ工業（有）		0298855110		A0E31BPC1206F		A17024581		A17024581						10/12/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		11/6/17				倉持　みゆき		丸山　雅史		11/6/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢコントロール棟等膨張タンク（AC-EXPT-1）膨張配管取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		864,000		カンキ工業（有）		0298855110		A0E31BPC1206F		A17019017		A17019017						8/28/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		9/29/17				倉持　みゆき		丸山　雅史		9/29/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKBトンネル空調ダクト吹出口改修その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		199,800		（有）佐藤管理工業		0298234047		A0E31BPC1206F		A17012424		A17012424						7/3/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		7/21/17				倉持　みゆき		見持　歩樹		7/21/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢトンネル直接入射路送風機(ＦＪ－ＳＦ－４－２)取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		756,000		カンキ工業（有）		0298855110		A0E31BPC1206F		A17019943		A17019943						9/7/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		10/30/17				倉持　みゆき		丸山　雅史		10/30/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKB地区サブ変電所変圧器取替工事		運交金-管理局-PCB変圧器更新[特別]-物件費		0		0		10,638,000		木村電設工業（株）		0298722111		A0E41SCT8106F		A17007967		A17007967						5/24/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		期間進行型		8/21/17				城野　雅明		塚本　智		8/23/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研KEKB地区等サブ変電設備改修他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		979,560		（有）信濃電設		0298574335		A0E31BPC1106F		A17011121		A17011121						7/14/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		8/25/17				倉持　みゆき		塚本　智		8/25/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D10電源棟サブ変電所S-401等高圧カットアウト取替他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		974,160		市村電気工業（株）		0298574050		A0E31BPC1106F		A17013114		A17013114						7/18/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		8/29/17				倉持　みゆき		塚本　智		8/29/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１０電源棟屋上ルーフファン改修工事		運交金-加三・四-B運転(B)-冷凍機		0		0		637,200		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		A0C28BC01156F		A17030760		A17030760						12/15/17		Bファクトリーによる実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		2/28/18				城野　雅明		原　和文		2/23/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D10電源棟屋上室外機基礎防水補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		81,000		(株)ツクバ防水		0298466487		A0E31SC81106F		A17012240		A17012240						6/27/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		7/31/17				倉持　みゆき		赤池　健		7/31/17		工事		中小企業		2/10/14

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１０電源棟制御機械室空調機取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		864,000		（株）筑波テクノス		0298367142		A0E31BPC1206F		A17011028		A17011028						6/19/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		7/14/17				倉持　みゆき		品川　尚也		7/14/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR･D10電源棟等パッケージ形空調機電子制御基板他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		793,800		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1206F		A17020496		A17020496						9/19/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		10/10/17		納入場所		倉持　みゆき		清岡　翔吾		10/6/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ･Ｄ１１電源棟等パッケージ形空調機ファンモーター他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		752,760		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1206F		A17025452		A17025452						11/1/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		11/27/17		納入場所		倉持　みゆき		清岡　翔吾		11/27/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１１電源棟等パッケージ形空調機圧縮機他取替修理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		920,160		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1206F		A17033016		A17033016						1/11/18		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		2/16/18		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		2/16/18		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１電源棟サブ変電所変圧器取替工事		その他補助金等-施設部-17H07 省ｴﾈ投資促進支援-設備費		0		0		1,212,000		市村電気工業（株）		0298574050		I0E31CH07016F		A17029831								11/15/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		12/27/17				城野　雅明		伊藤　博		12/25/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１電源棟サブ変電所変圧器取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		3,648,000		市村電気工業（株）		0298574050		A0E31BPC1106F		A17029831								11/15/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		12/27/17				城野　雅明		伊藤　博		12/25/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・Ｄ１電源棟屋上冷水配管漏水修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		313,200		（株）楠原管工業		0296242445		A0E31BPC1206F		A17014405		A17014405						7/21/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		8/10/17				倉持　みゆき		丸山　雅史		8/10/17		工事		中小企業

		P		①		付設備		高エネ研ＭＲ・Ｄ２電源棟１階電源室パッケージ形空調機取設工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-KEKB共通		0		0		918,000		カンキ工業（有）		0298855110		I1C28BC011003		A17014085		A17014085						7/10/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		8/28/17				倉持　みゆき		大木　俊征		8/28/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・Ｄ２電源棟前冷却塔（ＴＭ－ＣＴ－７）用散水ポンプ（Ｎｏ．２）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		291,600		（株）楠原管工業		0296242445		A0E31BPC1206F		A17001725		A17001725						4/17/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		6/16/17				倉持　みゆき		見持　歩樹		6/16/17		工事		中小企業

		P		①		付設備		高エネ研ＭＲ・Ｄ２電源棟電源室換気設備増設工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-KEKB共通		0		0		4,557,600		（株）楠原管工業		0296242445		I1C28BC011003		A17023149		A17023149						12/4/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		2/28/18				城野　雅明		大木　俊征		2/28/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D2電源棟電源室換気設備用電源取設工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-KEKB共通		0		0		54,000		市村電気工業（株）		0298574050		I1C28BC01106F		A17023152		A17023152						12/1/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		12/22/17				倉持　みゆき		大木　俊征		12/22/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D4電源棟ｻﾌﾞ変電所S-201等高圧負荷切替開閉器用制御電源改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		601,560		メイデン（株）		0297622509		A0E31BPC1106F		A17010413		A17010413						6/20/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		8/24/17				倉持　みゆき		塚本　智		8/24/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ５電源棟制御室排水管改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		572,400		（株）楠原管工業		0296242445		A0E31BPC1206F		A17010719		A17010719						6/15/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		7/7/17				倉持　みゆき		品川　尚也		7/7/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR西実験棟屋外冷水管バルブ取設工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		602,640		空調システムサービス（株）		02983658751		A0E31BPC1206F		A17018345		A17018345						8/23/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		9/25/17				倉持　みゆき		清岡　翔吾		9/25/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ東実験棟冷水ポンプ（ＡＥ－ＣＷＰ－４）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		842,400		カンキ工業（有）		0298855110		A0E31BPC1206F		A17033373		A17033373						1/15/18		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		3/9/18				城野　雅明		丸山　雅史		3/9/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ東実験棟冷水ポンプ（ＡＥ－ＣＷＰ－６）取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		842,400		カンキ工業（有）		0298855110		A0E31SC81306F		A17035066		A17035066						1/26/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/9/18				城野　雅明		丸山　雅史		3/9/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR南実験棟温水ポンプ（AS-HP-5）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		932,040		空調システムサービス（株）		02983658751		A0E31BPC1206F		A17024461		A17024461						10/26/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		12/25/17				倉持　みゆき		清岡　翔吾		12/25/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験棟等エレベーター設備タイマーリレー他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		430,920		日本エレベーター製造（株）		0338660265		A0E31SC81206F		A17036291		A17036291						2/7/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/23/18				城野　雅明		氏家　和輝		3/23/18		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験棟等空調機用デジタル指示調節計取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		529,200		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		0298392002		A0E31BPC1206F		A17016674		A17016674						8/8/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		8/21/17				倉持　みゆき		丸山　雅史		8/25/17		工事		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR北実験棟1階実験室外部側鋼製建具改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		967,140		(株)山三		0298563678		A0E31SC81106F		A17005875		A17005875						5/10/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		7/31/17				倉持　みゆき		峯　秀介		8/31/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR北実験棟1階実験準備室給水仕切弁取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		56,160		（有）佐藤管理工業		0298234047		A0E31BPC1206F		A17016880		A17016880						8/18/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		8/29/17				倉持　みゆき		見持　歩樹		8/29/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟ＮＷ２Ａビームライン床継ぎ目補修工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-物質化学GL留置		0		0		108,000		(株)朝日工務店		0291333111		A0B10PC02636F		A17012731		A17012731						7/4/17		放射光施設による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		9/4/17				倉持　みゆき		丹羽　尉博		9/15/17		工事		中小企業		4/1/56

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR北実験棟膨張タンク(AN-EXPT-1)膨張配管取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		756,000		カンキ工業（有）		0298855110		A0E31BPC1206F		A17019715		A17019715						9/15/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		10/4/17				倉持　みゆき		見持　歩樹		10/4/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR北西実験棟等パッケージ形空調機電子膨張弁その他修理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		438,480		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1206F		A17009992		A17009992						6/7/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		6/28/17		納入場所		倉持　みゆき		清岡　翔吾		6/28/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR北西実験棟廊下等照明設備改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		1,722,600		常伸電通システム（株）		0298242757		A0E31BPC1106F		A17019827		A17019827						9/26/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		11/10/17				倉持　みゆき		氏家　和輝		11/24/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北東実験棟前室（１）雨漏り補修工事		運交金-放一・二-放射光(一般)-PF共通		0		0		172,800		（株）神山		0298573332		A0B10SC08106F		A17016440		A17016440						7/28/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		9/5/17				倉持　みゆき		丹羽　尉博		9/22/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネセン温水系統バタフライ弁取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		712,800		カンキ工業（有）		0298855110		A0E31BPC1206F		A17031341		A17031341						12/25/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		1/26/18				城野　雅明		清岡　翔吾		1/26/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン空気源装置（Ｍ６－ＣＭＰ－２）消音器他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		612,360		共和プラント工業（株）		0488740458		A0E31BPC1206F		A17029478		A17029478						2/2/18		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		3/20/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		3/20/18		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン等冷却塔(Ｍ６－ＣＴ－１)他ファン発停用温度調節器取替その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		567,000		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		0298392002		A0E31BPC1206F		A17028784		A17028784						11/24/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		1/12/18		納入場所		倉持　みゆき		丸山　雅史		1/12/18		役務		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネセン冷温水発生機（RB-3）用冷水流量計取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		896,400		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		0298392002		A0E31BPC1206F		A17014766		A17014766						7/21/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		10/13/17				倉持　みゆき		清岡　翔吾		10/13/17		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PFエネセン冷温水発生機電気配線工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		883,440		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		0298392002		A0E31BPC1206F		A17009858		A17009858						6/16/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		8/7/17				倉持　みゆき		見持　歩樹		8/7/17		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギーセンターコンプレッサー消耗品交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		549,180		共和プラント工業（株）		0488740458		A0E31BPC1206F		A17036389		A17036389						2/19/18		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		3/23/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		3/23/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギーセンター等冷却塔(Ｍ６－ＣＴ－３)ファン発停用温度指示調節計他取替 		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		896,400		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		0298392002		A0E31BPC1206F		A17029489		A17029489						12/11/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		2/2/18		納入場所		倉持　みゆき		丸山　雅史		2/2/18		役務		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟１階真空蒸着室パッケージ形空調機取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		750,600		㈱ショウテック　つくば営業所		0298461741		A0E31SC81306F		A17035034		A17035034						2/5/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/23/18				城野　雅明		見持　歩樹		3/23/18		工事		中小企業		3/3/92

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF研究棟2階男子トイレその他温水洗浄便座取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		92,340		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　北関東支店　茨城営業所		0296439716		A0E31SC81306F		A17009552		A17009552						6/8/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		6/30/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		6/30/17		役務		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF研究棟等４・５階給湯室電気温水器取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		533,520		（有）佐藤管理工業		0298234047		A0E31BPC1206F		A17023418		A17023418						10/16/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		12/1/17				倉持　みゆき		見持　歩樹		11/30/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟２階監視室ＬＥＤ照明器具取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		993,600		市村電気工業（株）		0298574050		A0E31SC81206F		A17037245		A17037245						2/15/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/29/18				城野　雅明		塚本　智		3/30/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟Ｍ７機械室屋上冷却塔（Ｍ７－ＰＣＴ－Ｂ－１）コイル漏水修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		558,360		日本ビー・エー・シー（株）		0354506161		A0E31SC81306F		A17036946		A17036946						2/7/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/2/18		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		3/2/18		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟RI処理室等空調機設置工事		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		788,400		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		I1B10PC02106F		A17009201		A17009201						5/26/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		6/30/17				倉持　みゆき		足立　伸一		6/30/17		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟RI処理室等空調機用電源取設工事		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		140,400		（株）須藤電気商会		0298211329		I1B10PC02106F		A17009224		A17009224						6/5/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		6/30/17				倉持　みゆき		足立　伸一		6/30/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟液体窒素吸出室隣室等蛍光灯取替他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		675,000		（株）須藤電気商会		0298211329		A0E31BPC1106F		A17006822		A17006822						6/2/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		8/18/17				倉持　みゆき		塚本　智		8/18/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟屋上防水改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-建築		0		0		3,732,400		(株)羽原工務店		0297623950		A0E31BPC1306F		A17012182								6/28/17		プロジェクト対象		工事		一般競争契約		D		成果進行型		11/27/17				城野　雅明		山内　真也		11/30/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研ＰＦ光源棟屋上防水調査業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		54,000		太陽テクニカル（有）		0298392550		A0E31SC811078		A17005387		A17005387						5/2/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		5/10/17		納入場所		倉持　みゆき		赤池　健		5/12/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟加速器機械室ＲＦ空洞系統冷水配管取替その他工事		運交金-加七-光源運転経費(PF)-光源第2グループ		0		0		129,600		カンキ工業（有）		0298855110		A0C27PC03116F		A17013423		A17013423						7/6/17		放射光施設による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		8/25/17				倉持　みゆき		髙橋　毅		8/25/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟西側駐車場雨水桝改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		15,120		（株）ミヤモト開発		0298738220		A0E31SC81106F		A17023555		A17023555						10/16/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		11/13/17				倉持　みゆき		峯　秀介		11/30/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟前室４外部鋼製建具電気錠改修工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		77,760		(株)山三		0298563678		A0B10PC02106F		A17011796		A17011796						6/23/17		放射光施設による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		7/31/17				倉持　みゆき		足立　伸一		8/4/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟等誘導灯取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		835,920		（有）信濃電設		0298574335		A0E31SC81206F		A17027754		A17027754						11/21/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		2/23/18				倉持　みゆき		藤田　啓嗣		2/23/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF光源棟非密封RI実験室等通路誘導灯取替他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		190,080		（有）森田電気商会		0298640479		A0E31BPC1106F		A17000728		A17000728						4/17/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		5/17/17				倉持　みゆき		塚本　智		5/19/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ実験準備棟屋上防水補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		280,800		太陽テクニカル（有）		0298392550		A0E31SC81106F		A17037496		A17037496						2/20/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/27/18				城野　雅明		赤池　健		3/30/18		工事		中小企業

		P		①		付設備		高エネ研ＰＦ実験準備棟研究室空調機用電源取設工事		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		1,436,400		市村電気工業（株）		0298574050		I1B10PC021003		A17001633		A17001633						4/27/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		6/22/17				廣瀬　欽一		足立　伸一		6/23/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ地区汚水系統汚水ポンプ（Ｍ１－ＯＤＰ－２－１、２）仕切弁等取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		444,960		（有）佐藤管理工業		0298234047		A0E31SC81306F		A17039898		A17039898						2/2/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/23/18				城野　雅明		丸山　雅史		3/26/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ電源棟電源・実験準備室ＬＥＤ高天井用照明器具取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		984,960		メイデン（株）		0297622509		A0E31SC81206F		A17033521		A17033521						1/22/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/28/18				城野　雅明		塚本　智		3/28/18		工事		中小企業

		P		①		その他修繕費		高エネ研PF棟プレハブ内部階段手すり設置　一式		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		108,000		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		A1B10SC01106I		A17038105		A17038105						2/21/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/28/18		納入場所		平田　彬		足立　伸一		3/28/18		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器コントロール棟等パッケージ形空調機プリント基板他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		714,960		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1206F		A17027736		A17027736						11/15/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		12/25/17		納入場所		倉持　みゆき		清岡　翔吾		12/25/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟ライナックトンネル空調ダクト取設その他工事		先端研究推進費-加五-リニアック(B)-共通2		0		0		810,000		カンキ工業（有）		0298855110		I1C25BC02156F		A17010408		A17010408						6/13/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		9/29/17				倉持　みゆき		紙谷　琢哉		9/29/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟ライナックトンネル空調ダクト壁取設工事		先端研究推進費-加五-リニアック(B)-共通2		0		0		972,000		（株）近藤工務店		0298360207		I1C25BC02156F		A17010411		A17010411						9/19/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		9/29/17				倉持　みゆき		紙谷　琢哉		10/13/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS加速器準備棟汚染検査室洗眼流し排水管修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		31,320		（株）楠原管工業		0296242445		A0E31SC81306F		A17011527		A17011527						6/22/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		7/7/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		7/7/17		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ加速器準備棟正面玄関鋼製建具電気錠改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		66,960		(株)山三		0298563678		A0E31SC81106F		A17035063		A17035063						1/26/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		2/8/18				城野　雅明		峯　秀介		3/9/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ主リング床補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		756,000		（株）ミヤモト開発		0298738220		A0E31SC81106F		A17035973		A17035973						2/1/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/22/18				城野　雅明		山内　真也		3/23/18		工事		中小企業

		P		①		その他修繕費		高エネ研ＰＳ地区コンテナケーブル等撤去工事		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-PS周辺コンテナ解体・撤去		0		0		469,800		高橋興業（株）		0298242211		A0E51SCT7306I		A17024884		A17024884						11/1/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		11/30/17				倉持　みゆき		家入　正治		11/30/17		工事		中小企業

		P		①		その他修繕費		高エネ研ＰＳ地区コンテナ用自火報受信機等改修工事		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-PS周辺コンテナ解体・撤去		0		0		160,920		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		A0E51SCT7306I		A17024886		A17024886						11/7/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		12/15/17				倉持　みゆき		家入　正治		12/15/17		工事		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区等サブ変電設備改修他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		909,360		（有）森田電気商会		0298640479		A0E31SC81206F		A17010412		A17010412						6/16/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		8/22/17				倉持　みゆき		塚本　智		8/23/17		工事		中小企業

		P		①		付設備		高エネ研QCSコンプレッサー棟有圧換気扇取設工事		運交金-加三・四-B運転(B)-超伝導マグネット		0		0		589,680		（有）佐藤管理工業		0298234047		A0C28BC011803		A17024423		A17024423						10/27/17		Bファクトリーによる実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		1/12/18				倉持　みゆき		川井　正徳		1/12/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研サブ変電所Ｓ－１０２三相４００Ｖ変圧器タップ切替		先端研究推進費-素核研-Belle(B)-物件費・IR		0		0		25,920		（株）須藤電気商会		0298211329		I1A20BC01106F		A17035473		A17035473						12/26/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		1/12/18				城野　雅明		田中　秀治		1/12/18		役務		中小企業

		長 チョウ		①		その他修繕費		高エネ研ニュークリア事務所脇縞鋼板渡り廊下補修　一式		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-放射線安全管理業務整備・維持		0		0		151,200		（株）近藤工務店		0298360207		A0D11PC01116I		A17023042		A17023042						9/26/17		放射光施設による実験研究		その他		随意契約		E		成果進行型		10/10/17		納入場所		宇梶　祐美子		高原　伸一		10/13/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ニュートリノ機械室（２）動力制御盤（ＣＰ－３）タイマー取設工事		運交金-素核研-実験室安全(一般)-物件費		0		0		95,040		志賀計装（株）		0335575201		A0A20SCx1106F		A17031231		A17031231						2/5/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		3/16/18				城野　雅明		田中　伸晃		3/16/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ニュートリノ電源棟等汚水桝改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		538,920		（有）佐藤管理工業		0298234047		A0E31SC81306F		A17010585		A17010585						6/15/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		7/28/17				倉持　みゆき		見持　歩樹		7/28/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ニュートリノ電源棟北側屋外給水管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		115,560		（有）佐藤管理工業		0298234047		A0E31SC81306F		A17038643		A17038643						2/9/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/23/18				城野　雅明		丸山　雅史		3/23/18		工事		中小企業

		P		①		付設備		高エネ研ミュオンモニター室給水配管取設工事		運交金-放射セ-放射線安全(一般)-放射線安全共通		0		0		885,600		（有）佐藤管理工業		0298234047		A0D11SC101003		A17007738		A17007738						6/8/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		7/21/17				倉持　みゆき		三浦　太一		7/21/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研一般公開に伴う設営作業その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		2,732,400		(株)カタオカエンジニアリング		0298808008		A0E31SC811078		A17014400		A17014400						8/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		9/19/17		納入場所		廣瀬　欽一		佐倉　恭平		9/15/17		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研化学実験棟機器分析室－１流し台給水管修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		111,240		（有）佐藤管理工業		0298234047		A0E31SC81306F		A17005459		A17005459						4/28/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		5/31/17				倉持　みゆき		見持　歩樹		5/31/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研化学実験棟水質試験室ドラフト用給排水管取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		70,200		（有）佐藤管理工業		0298234047		A0E31SC81306F		A17014453		A17014453						8/23/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		9/15/17				倉持　みゆき		見持　歩樹		9/15/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研仮設駐車場補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		788,400		(株)カタオカエンジニアリング		0298808008		A0E31SC81106F		A17013466		A17013466						6/29/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		9/11/17				倉持　みゆき		佐倉　恭平		9/8/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研加速器試験実験棟等エアコンドレン排水詰まり修理その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		112,860		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81306F		A17016756		A17016756						8/25/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		9/8/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		9/8/17		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研開発共用棟実験準備室北側ガラリ改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		102,600		（株）近藤工務店		0298360207		A0E31SC81106F		A17012558		A17012558						6/30/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		7/28/17				倉持　みゆき		峯　秀介		8/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設A号棟201室洋便器補修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		31,320		古谷建設（株）		0297351456		A1E51SC20406F		A17027852		A17027852						11/16/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		11/29/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		12/8/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設A号棟302室北側外部ガラス交換工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-備品・消耗品・雑役務費		0		0		45,144		(株)山三		0298563678		A1E51SC20206F		A17011023		A17011023						6/13/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		7/11/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		7/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ａ号棟３０２室洋便器補修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		31,320		古谷建設（株）		0297351456		A1E51SC20406F		A17015815		A17015815						8/1/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		8/31/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		8/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設A号棟階段ノンスリップ補修その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		169,560		古谷建設（株）		0297351456		A1E51SC20406F		A17025107		A17025107						10/20/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		11/29/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		11/30/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ａ号棟排水管取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		110,160		（有）佐藤管理工業		0298234047		A1E51SC20406F		A17015257		A17015257						7/24/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		8/8/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		8/8/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ｂ号棟１０２室ユニットバス水栓金具改修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		124,200		古谷建設（株）		0297351456		A1E51SC20406F		A17039726		A17039726						3/2/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		3/23/18				城野　雅明		塚田　昌稔		3/30/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ｃ号棟１０４室給水管改修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		82,080		（有）佐藤管理工業		0298234047		A1E51SC20406F		A17016451		A17016451						8/1/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		9/1/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		9/1/17		工事		中小企業

		-		①		他委託		高エネ研外国人研究員等宿泊施設C号棟104室台所兼食事室床調査業務		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		138,240		古谷建設（株）		0297351456		A1E51SC204078		A17012901		A17012901						6/27/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		7/27/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		7/28/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設C号棟104室台所兼食事室内装改修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		464,400		古谷建設（株）		0297351456		A1E51SC20406F		A17019749		A17019749						9/4/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		10/13/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		10/13/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設C号棟104室等パイプシャフト扉補修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		47,520		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		0298643606		A1E51SC20406F		A17025104		A17025104						10/24/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		11/30/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		11/30/17		工事		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟屋内消火栓配管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		118,800		カンキ工業（有）		0298855110		A0E31SC81306F		A17040193		A17040193						3/6/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/23/18				城野　雅明		見持　歩樹		3/23/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟契約課事務室等電話回線移設		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		0		0		7,776		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		0298215331		A0C01SC06106F		A17007868								5/11/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		5/25/17				倉持　みゆき		小林　利弘		5/26/17		工事		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟契約課事務室等電話回線移設		運交金-管理局-契約課(一般)-物件費		0		0		15,498		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		0298215331		A0E41SC10106F		A17007868								5/11/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		5/25/17				倉持　みゆき		小林　利弘		5/26/17		工事		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟契約課事務室等電話回線移設		運交金-機構共通-研究支援戦略推進部(一般)-物件費		0		0		7,776		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		0298215331		A0E51SC71106F		A17007868								5/11/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		5/25/17				倉持　みゆき		小林　利弘		5/26/17		工事		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟計算機室雨漏れ補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		302,400		（株）近藤工務店		0298360207		A0E31SC81106F		A17025988		A17025988						10/27/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		2/26/18				倉持　みゆき		赤池　健		2/28/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟計算機室換気塔防水補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		54,000		水戸屋建設(株)		0296735158		A0E31SC81106F		A17037170		A17037170						2/15/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		2/27/18				城野　雅明		赤池　健		3/9/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物		高エネ研管理棟計算機室免震装置増設工事		運交金-管理局-情報基盤管理課(一般)-事務電算		0		0		1,879,200		(株)富士通エフサス		0298565171-1		A0E41SC041102		A17014816		A17014816						8/1/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		10/6/17				廣瀬　欽一		笹目　和良		10/6/17		工事		大企業		3/1/89

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟正面玄関縁石補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		270,000		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		A0E31SC81106F		A17040454		A17040454						3/12/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/30/18				城野　雅明		赤池　健		3/30/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟等施設部長室パッケージ形空調機プリント基板他取替修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		762,480		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81306F		A17037917		A17037917						2/16/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/23/18		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		3/23/18		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟等防水改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		2,388,960		美野里塗防工業（株）		0299470084		A0E31SC81106F		A17029415								12/11/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		期間進行型		3/28/18				城野　雅明		赤池　健		3/20/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟等防水改修工事		運交金-施設部-老朽化対策経費(一般)-管理棟防水経費		0		0		6,143,040		美野里塗防工業（株）		0299470084		A0E31SCT1406F		A17029415								12/11/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		期間進行型		3/28/18				城野　雅明		赤池　健		3/20/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟北側外壁補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		885,600		（株）神山		0298573332		A0E31SC81106F		A17027076		A17027076						11/22/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		1/9/18				倉持　みゆき		赤池　健		1/12/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設1号棟121室建具補修　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-備品・消耗品・雑役務費		0		0		33,480		(株)山三		0298563678		A1E51SC20206F		A17039490		A17039490						3/5/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/27/18		納入場所		伊藤　春美		塚田　昌稔		3/28/18		役務		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟給湯器用リモコン取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		38,124		東京ガスリビングライン(株)		0298512210		A1E51SC20406F		A17018061		A17018061						8/31/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		9/15/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		9/15/17		工事		みなし大企業		4/1/06

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟排水管取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		100,440		（有）佐藤管理工業		0298234047		A1E51SC20406F		A17033517		A17033517						1/24/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		1/31/18				城野　雅明		塚田　昌稔		2/7/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟埋設井水管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		831,600		東洋プラント工業（株）		0298428611		A0E31SC81306F		A17012071		A17012071						6/19/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		9/8/17				倉持　みゆき		清岡　翔吾		9/8/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設2号棟１階階段非常照明器具取替他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		376,920		市村電気工業（株）		0298574050		A0E31BPC1106F		A17019570								9/5/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		9/28/17				倉持　みゆき		塚本　智		9/29/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設2号棟１階階段非常照明器具取替他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		108,000		市村電気工業（株）		0298574050		A1E51SC20406F		A17019570								9/5/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		9/28/17				倉持　みゆき		塚本　智		9/29/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設３号棟１０１室等洗面台補修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		1,512,000		古谷建設（株）		0297351456		A1E51SC20406F		A17030975		A17030975						12/27/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		3/15/18				城野　雅明		塚田　昌稔		3/15/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設３号棟１０７室洗面台補修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-備品・消耗品・雑役務費		0		0		102,600		古谷建設（株）		0297351456		A1E51SC20206F		A17014448		A17014448						7/14/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		7/31/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		8/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設3号棟208室浴室カーテンレール取設工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		28,080		古谷建設（株）		0297351456		A1E51SC20406F		A17019754		A17019754						9/5/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		9/11/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		9/22/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設３号棟３０８室浴室カーテンレール取設工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		28,080		古谷建設（株）		0297351456		A1E51SC20406F		A17017502		A17017502						8/23/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		9/6/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		9/13/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設３号棟等鋼製建具改修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		2,808,000		（株）飯塚工務店		0298421993		A1E51SC20406F		A17013255		A17013255						11/6/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/15/18				城野　雅明		塚田　昌稔		3/15/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設４号棟１１０室鋼製建具ドアクローザー改修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		20,520		(株)山三		0298563678		A1E51SC20406F		A17031940		A17031940						12/21/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		1/19/18				城野　雅明		塚田　昌稔		1/19/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟1階談話室鋼製建具ヒンジ改修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		47,520		(株)山三		0298563678		A1E51SC20406F		A17026158		A17026158						11/7/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		12/8/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		12/22/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟管理人室ガス湯沸器取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		49,680		（有）佐藤管理工業		0298234047		A1E51SC20406F		A17013431		A17013431						7/3/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		7/28/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		7/28/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟談話室エアコン圧縮機他取替		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		455,760		高橋興業（株）		0298242211		A1E51SC20406F		A17028652		A17028652						11/24/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		12/26/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		12/26/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟談話室照明器具取替他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		172,800		（有）信濃電設		0298574335		A0E31BPC1106F		A17021783								9/22/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		10/10/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		10/27/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟談話室照明器具取替他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		291,600		（有）信濃電設		0298574335		A1E51SC20406F		A17021783								9/22/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		10/10/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		10/27/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟等補食室コンセント取設その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		511,920		（有）信濃電設		0298574335		A1E51SC20406F		A17025108		A17025108						11/2/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		1/12/18				倉持　みゆき		塚田　昌稔		1/12/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟等埋設井水管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		723,600		東洋プラント工業（株）		0298428611		A0E31SC81306F		A17010059		A17010059						5/26/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		8/28/17				倉持　みゆき		清岡　翔吾		8/28/17		工事		中小企業

		-		①		その他修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟浴室タオル掛け補修　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-備品・消耗品・雑役務費		0		0		16,200		(株)山三		0298563678		A1E51SC20206I		A17017091		A17017091						7/20/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/21/17		納入場所		大久保　君美子		塚田　昌稔		8/25/17		役務		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟浴室タオル掛け補修　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-備品・消耗品・雑役務費		0		0		16,200		(株)山三		0298563678		A1E51SC20206F		A17008291		A17008291						5/18/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		5/25/17		納入場所		伊藤　春美		塚田　昌稔		5/26/17		役務		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用者宿泊施設3号棟313室洗面台補修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		102,600		古谷建設（株）		0297351456		A1E51SC20406F		A17023212		A17023212						10/17/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		11/1/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		11/15/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟１５３室電話回線変更その他		運交金-共通施設長-共通経費(一般)-計算科学センター		0		0		15,444		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		0298215331		A0D01SC01126F		A17028724								11/27/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		11/30/17				倉持　みゆき		氏家　和輝		11/30/17		工事		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟１５３室電話回線変更その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		61,776		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		0298215331		A0E31SC81206F		A17028724								11/27/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		11/30/17				倉持　みゆき		氏家　和輝		11/30/17		工事		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟北側鋼製建具電気錠改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		57,240		(株)山三		0298563678		A0E31SC81106F		A17033742		A17033742						1/17/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		2/8/18				城野　雅明		佐倉　恭平		3/5/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟北側駐車場用ＬＥＤ投光器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		108,000		常伸電通システム（株）		0298242757		A0E31SC81206F		A17036768		A17036768						2/23/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/22/18				城野　雅明		塚本　智		3/23/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟事務室南側雨水桝蓋補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		923,400		古谷建設（株）		0297351456		A0E31SC81106F		A17037727		A17037727						2/26/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/22/18				城野　雅明		赤池　健		3/30/18		工事		中小企業

		-		①		他委託		高エネ研吾妻２丁目801棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		26,784		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC511078		A17040269		A17040269						3/7/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		3/16/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/9/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-101他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		834,408		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17013322		A17013322						7/5/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		7/31/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		8/4/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-102宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		3,996		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17037624		A17037624						2/13/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		2/26/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		2/23/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-203他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		357,372		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17009692		A17009692						6/6/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		7/7/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		7/7/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-104宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		32,616		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17019559		A17019559						9/8/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		9/15/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		9/29/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-202宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		4,644		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17017275		A17017275						8/21/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		8/21/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		8/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-303宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		103,572		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17008467		A17008467						5/26/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		6/28/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		6/30/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803棟他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		85,644		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17009539		A17009539						6/5/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		7/5/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		7/7/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-204宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		4,968		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17033995		A17033995						1/19/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		1/25/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		1/31/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目804-301宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		19,764		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17038997		A17038997						2/27/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		2/27/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/2/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1001他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		86,832		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17023111		A17023111						10/13/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		10/26/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		10/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1009宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		40,824		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17014689		A17014689						7/13/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		8/2/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		8/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-407宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		57,078		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17027204		A17027204						11/21/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		12/1/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		12/4/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-103宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		82,728		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17016814		A17016814						8/10/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		8/24/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		8/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-701他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		115,236		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17020495		A17020495						9/19/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		9/28/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		9/29/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-703宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		420,660		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17011412		A17011412						6/20/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		8/9/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		8/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806号棟、807号棟防排煙設備・非常警報設備各予備電池交換		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		143,640		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		A0E41SC51106F		A17021875		A17021875						10/2/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		11/17/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		11/17/17		工事		大企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-101他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		33,804		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17024168		A17024168						10/23/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		10/25/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		10/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-108および807-508宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		767,772		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17004647		A17004647						4/27/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		6/1/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-108他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		120,636		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17009244		A17009244						6/2/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		6/22/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		6/23/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-108他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		36,720		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17012289		A17012289						6/29/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		7/28/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		7/28/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-109宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		12,204		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17022382		A17022382						10/5/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		10/18/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		10/13/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-306宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		4,644		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17017271		A17017271						8/18/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		8/18/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		8/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-306他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		15,660		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17010071		A17010071						6/8/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		6/9/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		6/30/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-501宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		8,100		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17036256		A17036256						2/6/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		2/6/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		2/9/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-502他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		118,044		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17042294		A17042294						3/22/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		3/28/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/30/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811-101宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		15,768		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17007319		A17007319						5/12/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		5/23/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/26/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811-101宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		38,988		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17032329		A17032329						1/9/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		1/9/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		1/12/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811棟1号室２０号風呂給湯器取替工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		315,000		東京ガスリビングライン(株)		0298512210		A0E41SC51106F		A17016267		A17016267						8/7/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		9/4/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		9/29/17		工事		みなし大企業		4/1/06

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目住宅804-102,805-1008宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		973,080		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17000476		A17000476						4/7/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		5/1/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/2/17		工事		中小企業

		-		①		他委託		高エネ研吾妻２丁目住宅805棟ごみ置き場汚水管洗浄清掃		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		58,320		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC511078		A17017737		A17017737						8/25/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		8/28/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		9/15/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目住宅805棟他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		865,587		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17000150		A17000150						4/5/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		5/18/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/12/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-103他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		22,140		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17024881		A17024881						10/30/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		11/6/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		11/17/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-106他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		272,808		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17039561		A17039561						3/2/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		3/16/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/20/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-115他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		236,628		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17041377		A17041377						3/16/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		3/23/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/30/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-201宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		104,328		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17014693		A17014693						7/20/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		7/28/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		7/28/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-203、吾妻２丁目806-103宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		52,488		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17000770		A17000770						4/11/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		4/17/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		4/21/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-206宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		19,764		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17004622		A17004622						4/26/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		4/26/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		4/28/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-210宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		60,048		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17014690		A17014690						7/18/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		7/28/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		7/28/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-211他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		439,128		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17035046		A17035046						1/29/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		2/14/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		2/28/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻4丁目201-217他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		23,868		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17027894		A17027894						11/27/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		11/27/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		12/8/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-306宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		14,796		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17037626		A17037626						2/16/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		2/26/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		2/28/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-408他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		51,840		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17009295		A17009295						5/31/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		6/19/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		7/7/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-411宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		29,160		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17033053		A17033053						1/11/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		1/29/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		1/31/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-502宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		319,140		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17004775		A17004775						4/28/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		6/1/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-514及び201-702宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		886,464		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17000041		A17000041						4/3/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		5/18/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/19/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-514他３室宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		117,180		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17006258		A17006258						5/10/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		6/6/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		6/16/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-518宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		9,288		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17014696		A17014696						7/24/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		8/7/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		8/10/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-603宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		10,476		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17035725		A17035725						2/1/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		2/19/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		2/28/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-608他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		114,588		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17033967		A17033967						1/22/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		2/5/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		2/13/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201棟受水槽ボールタップ補修		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		43,200		赤塚工業（株）		0297740035		A0E41SC51106F		A17014796		A17014796						7/25/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		8/9/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		8/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		28,836		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17009768		A17009768						6/7/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		6/29/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		6/30/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201棟他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		86,616		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17021788		A17021788						10/2/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		10/18/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		10/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目職員宿舎201棟受水槽不具合緊急対応		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		8,640		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC51106F		A17013751		A17013751						7/10/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		7/28/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		7/31/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研光源棟1階放射線管理室天井内冷水配管保温補修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		66,960		（有）佐藤管理工業		0298234047		A0E31BPC1206F		A17025007		A17025007						10/31/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		11/10/17				倉持　みゆき		丸山　雅史		11/10/17		工事		中小企業

		P		①		付設備		高エネ研構造生物実験準備棟結晶化ロボット室空調機取設工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		928,800		カンキ工業（有）		0298855110		A0B10PC021003		A17004594		A17004594						5/1/17		放射光施設による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		6/2/17				倉持　みゆき		足立　伸一		6/2/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟実験室4空調機取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		972,000		カンキ工業（有）		0298855110		A0E31BPC1206F		A17003472		A17003472						4/19/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		5/26/17				倉持　みゆき		品川　尚也		5/26/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟実験室４冷蔵庫用コンセント取設工事		その他補助金等-放二-一般管理費[17H05 ﾀﾝﾊﾟｸ・千田]-その他[諸経費]		0		0		59,400		（有）森田電気商会		0298640479		I0B12CHI5086F		A17024004		A17024004						1/15/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		2/1/18				城野　雅明		千田　俊哉		2/2/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構内特別高圧ケーブル予備線改修工事		運交金-施設部-老朽化対策経費(一般)-特別高圧関連設備修理費		0		0		2,430,000		（株）関電工		0354763562		A0E31SCT1306F		A17026350		A17026350						11/14/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		1/19/18				廣瀬　欽一		塚本　智		1/19/18		工事		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研高圧ガス第１貯蔵棟冷却塔（ＣＴ－１６）漏電遮断器他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		388,800		カンキ工業（有）		0298855110		A0E31SC81306F		A17038143		A17038143						2/21/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/9/18		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		3/9/18		工事		中小企業

		-		①		他委託		高エネ研国際交流センターピクチャーレール増設　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-備品・消耗品・雑役務費		0		0		89,640		古谷建設（株）		0297351456		A1E51SC202078		A17036409		A17036409						2/8/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/8/18		納入場所		伊藤　春美		塚田　昌稔		3/9/18		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター喫茶室天井漏水修理その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		19,980		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81306F		A17009417		A17009417						6/2/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		6/26/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		6/26/17		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター広報室情報用コンセント取設その他工事		運交金-機構共通-広報室(一般)-物件費		0		0		114,480		常伸電通システム（株）		0298242757		A0E51SC60106F		A17001630		A17001630						4/27/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		5/19/17				倉持　みゆき		冨岡　淳子		5/19/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター正面玄関等フロアヒンジ改修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-運転管理3		0		0		113,400		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		A0C25PC02106F		A17037365								2/9/18		放射光施設による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/30/18				城野　雅明		佐倉　恭平		3/30/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター正面玄関等フロアヒンジ改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		118,800		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		A0E31SC81106F		A17037365								2/9/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/30/18				城野　雅明		佐倉　恭平		3/30/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター廊下3外部鋼製建具電気錠改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		66,960		(株)山三		0298563678		A0E31SC81106F		A17027692		A17027692						11/21/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		12/5/17				倉持　みゆき		峯　秀介		12/15/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員宿舎吾妻４丁目階段照明改修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		353,160		（有）信濃電設		0298574335		A0E41SC51106F		A17008071		A17008071						5/24/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		6/29/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		7/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員宿舎竹園３丁目701棟他照明改修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		891,000		（有）信濃電設		0298574335		A0E41SC51106F		A17000404		A17000404						4/6/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		5/18/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		6/30/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研食堂前床タイル補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		43,200		（株）近藤工務店		0298360207		A0E31SC81106F		A17017844		A17017844						8/28/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		9/22/17				倉持　みゆき		松本　利男		9/15/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟１０１室パッケージ形空調機取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		948,240		㈱ショウテック　つくば営業所		0298461741		A0E31SC81306F		A17035293		A17035293						1/29/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/9/18				城野　雅明		清岡　翔吾		3/9/18		工事		中小企業		3/3/92

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟１階廊下情報用コンセント取設工事		運交金-素核研-エレクトロS(一般)-物件費		0		0		71,928		常伸電通システム（株）		0298242757		A0A20SCv1106F		A17021578		A17021578						10/24/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		11/10/17				倉持　みゆき		濵田　英太郎		11/10/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟内装改修工事		運交金-素核研-エレクトロS(一般)-物件費		0		0		297,000		(株)岡崎商店		0338145641		A0A20SCv1106F		A17001626		A17001626						4/14/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		5/9/17				倉持　みゆき		田中　真伸		5/15/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測実験棟1階データ処理室鍵交換工事		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		0		0		22,680		(株)山三		0298563678		A0B01SC07106F		A17010378		A17010378						6/7/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		7/20/17				倉持　みゆき		永田　直美		8/18/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟1階給水管改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		594,000		カンキ工業（有）		0298855110		A0E31BPC1206F		A17011624		A17011624						6/21/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		7/10/17				倉持　みゆき		見持　歩樹		7/10/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟屋外給水管その他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		140,400		カンキ工業（有）		0298855110		A0E31BPC1206F		A17021512		A17021512						10/10/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		10/20/17				倉持　みゆき		丸山　雅史		10/20/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟屋上膨張タンク（OM-EXPT-8）ドレン排水管補修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		75,600		（株）楠原管工業		0296242445		A0E31BPC1206F		A17005697		A17005697						4/24/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		5/26/17				倉持　みゆき		見持　歩樹		5/26/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１工作棟加工室等鋼製建具改修工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		651,240		(株)山三		0298563678		A0D14SC0b106F		A17014140		A17014140						7/6/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		E		期間進行型		9/26/17				倉持　みゆき		山中　将		9/29/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１低温棟実験室‐マシン室間扉改修その他工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		950,400		（株）近藤工務店		0298360207		A0D13SC09106F		A17030753		A17030753						12/8/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		E		期間進行型		3/19/18				城野　雅明		中本　建志		3/16/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１低温棟実験室‐マシン室間壁面配線他改修工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		247,320		西山電気（株）		0334440101		A0D13SC09106F		A17030748		A17030748						1/9/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		E		期間進行型		3/22/18				城野　雅明		中本　建志		3/23/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第2工作棟加工室北東側非常口鋼製建具改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		583,740		(株)山三		0298563678		A0E31SC81106F		A17029736		A17029736						12/14/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/14/18				倉持　みゆき		佐倉　恭平		3/15/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２低温棟冷却水ポンプ（Ｐ－１６、１７）自動制御設備取替他工事		運交金-低温セ-ヘリウム経費(一般)-保守費		0		0		9,720,000		カンキ工業（有）		0298855110		A0D13SC0a206F		A17009717		A17009717						8/1/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約（第七号）		E		期間進行型		10/20/17				城野　雅明		中本　建志		10/20/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２低温棟冷却塔（ＣＴ‐１７）更新他工事		運交金-低温セ-ヘリウム経費(一般)-保守費		0		0		9,720,000		カンキ工業（有）		0298855110		A0D13SC0a206F		A17020009		A17020009						11/21/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		E		期間進行型		3/13/18				城野　雅明		中本　建志		3/15/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第３低温棟ＡＣＰ－１圧縮機等取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		820,800		空調システムサービス（株）		02983658751		A0E31SC81306F		A17013477		A17013477						7/10/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		8/21/17		納入場所		倉持　みゆき		國府田　正彦		8/28/17		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第４低温棟LED高天井用照明器具取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		842,400		メイデン（株）		0297622509		A0E31SC81206F		A17018415		A17018415						9/4/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		9/25/17				倉持　みゆき		塚本　智		9/27/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第４低温棟電源収納庫パッケージ型空調機取替工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		685,800		高橋興業（株）		0298242211		A0D13SC09106F		A17012466		A17012466						7/5/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		E		期間進行型		7/28/17				倉持　みゆき		中本　建志		7/28/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第４低温棟電源収納庫折板屋根補修工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		345,600		水戸屋建設(株)		0296735158		A0D13SC09106F		A17004220		A17004220						4/24/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		E		期間進行型		5/17/17				倉持　みゆき		中本　建志		5/31/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研第二工作棟塗床　一式		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		648,000		（株）高田工務店		0298360326		A0D14SC0b1078		A17021433		A17021433						9/4/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		E		期間進行型		9/22/17		納入場所		板山　裕之		牛谷　唯人		9/29/17		役務		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703-101他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		93,960		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17010999		A17010999						6/15/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		6/29/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		6/30/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703-201宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		881,928		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17008015		A17008015						5/24/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		6/29/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		6/30/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703-201宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		27,972		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17018305		A17018305						8/22/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		8/30/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		8/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703-201宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		15,660		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17038986		A17038986						2/26/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		3/16/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/16/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-102宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		44,064		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17008020		A17008020						5/23/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		5/23/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/26/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-201宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		39,636		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17008099		A17008099						5/25/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		6/29/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		6/30/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-201宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		41,904		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17024262		A17024262						10/24/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		12/18/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		12/28/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-201宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		15,660		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17040362		A17040362						3/9/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		3/16/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/16/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-201他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		10,476		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17028334		A17028334						12/1/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		12/18/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		12/28/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-202宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		41,904		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17014684		A17014684						7/11/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		12/18/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		12/28/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		11,772		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17033186		A17033186						1/16/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		1/25/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		1/31/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目705-201他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		937,440		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17014681		A17014681						7/7/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		8/30/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		8/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目706-201宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		55,026		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17020407		A17020407						9/15/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		12/18/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		12/28/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目718宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		144,828		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17016477		A17016477						8/7/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		8/28/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		8/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目719、721棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		355,860		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17005279		A17005279						5/1/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		6/6/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		6/6/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目719棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		812,905		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17000539		A17000539						4/10/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		5/11/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		4/28/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目719棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		200,556		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17008587		A17008587						5/29/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		6/6/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		6/6/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目720棟他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		143,424		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17014691		A17014691						7/19/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		7/27/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		8/4/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目721宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		7,560		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17018984		A17018984						9/1/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		9/15/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		9/22/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目721棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		837,324		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17000889		A17000889						4/13/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		5/1/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/1/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目721棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		66,420		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17004618		A17004618						4/25/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		5/1/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/1/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目721棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		56,484		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17008909		A17008909						5/30/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		7/6/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		7/31/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目721棟他２室宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		16,308		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17007959		A17007959						5/19/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		5/31/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/31/17		工事		中小企業

		-		①		他委託		高エネ研竹園３丁目725棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		18,576		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC511078		A17038047		A17038047						2/20/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		2/27/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		2/28/18		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目住宅719棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		825,876		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17001265		A17001265						4/17/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		5/11/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		4/28/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		470,556		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17015547		A17015547						7/27/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		12/18/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		12/28/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		579,204		（有）三田建設工業		0296528221		A0E41SC51106F		A17019298		A17019298						9/6/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		12/18/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		12/28/17		工事		中小企業

		-		①		他委託		高エネ研竹園三丁目住宅702棟他１棟排水管洗浄清掃及び通路煉瓦洗浄補修等		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		453,600		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC511078		A17000072		A17000072						4/3/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		5/31/17				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/31/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟制御盤(TM-CP-2-7)インバータ他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		896,400		志賀計装（株）		0335575201		A0E31BPC1206F		A17029490		A17029490						11/27/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		1/26/18				倉持　みゆき		丸山　雅史		1/26/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟地下４階工作室パネルハウス火災報知設備取設工事		先端研究推進費-素核研-Belle(B)-物件費・シリコン検出器		0		0		76,680		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		I1A20BC01116F		A17017424		A17017424						9/19/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		12/15/17				倉持　みゆき		坪山　透		12/15/17		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟地下4階雑排水ポンプ（TB-ZDP-3-2）取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		480,600		（有）佐藤管理工業		0298234047		A0E31BPC1206F		A17016389		A17016389						8/8/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		8/31/17				倉持　みゆき		見持　歩樹		8/31/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟地下４階実験室照明設備取設工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-超伝導マグネット		0		0		394,200		（株）須藤電気商会		0298211329		I1C28BC01186F		A17025497		A17025497						11/8/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		12/8/17				倉持　みゆき		ZONG, Zhanguo		12/8/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟等地下4階雑排水ポンプ（TB-ZDP-3-1）配管修理その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		194,400		（有）佐藤管理工業		0298234047		A0E31BPC1206F		A17015202		A17015202						7/26/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		8/21/17				倉持　みゆき		見持　歩樹		8/18/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟南側東屋通路手摺取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		399,600		茨城県県南造園土木協業組合		0298223771		A0E31SC81106F		A17009966		A17009966						6/6/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		7/10/17				倉持　みゆき		髙橋　誠		7/21/17		工事		非対象その他		1/26/71

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中央変電所ガス遮断器CB-10等補修塗装工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		964,872		美野里塗防工業（株）		0299470084		A0E31BPC1106F		A17000712		A17000712						4/13/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		5/9/17				倉持　みゆき		塚本　智		5/26/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中央変電所ガス絶縁開閉装置補修塗装工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		932,040		美野里塗防工業（株）		0299470084		A0E31SC81206F		A17033519		A17033519						2/1/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/23/18				城野　雅明		塚本　智		3/23/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中性子中間子ビームライン制御棟用給水管漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		410,400		カンキ工業（有）		0298855110		A0E31SC81306F		A17038644		A17038644						1/31/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		3/23/18				城野　雅明		丸山　雅史		3/23/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進コンプレッサー棟屋外排水改修工事		雑収入-加六-COI棟整備(科間・M裁量)-物件費		0		0		923,400		(株)朝日工務店		0291333111		CCC26CkT1106F		A17029412		A17029412						12/7/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		3/19/18				倉持　みゆき		原　和文		3/15/18		工事		中小企業		4/1/56

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進コンプレッサー棟等新営電気設備その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		1,272,240		木村電設工業（株）		0298722111		A0E31SC81206F		A17014021								7/12/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		期間進行型		9/29/17				城野　雅明		福島　裕隆		9/29/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進コンプレッサー棟等新営電気設備その他工事		雑収入-加六-COI棟整備(科間・M裁量)-物件費		0		0		35,640		木村電設工業（株）		0298722111		CCC26CkT1106F		A17014021								7/12/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		9/29/17				城野　雅明		福島　裕隆		9/29/17		工事		中小企業

		P		①		付設備		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟研究ホール真空炉用電源取設工事		運交金-加六-先端加速器・物件費(先端)-コストダウンR&D		0		0		864,000		メイデン（株）		0297622509		A0C26LCl11803		A17020545		A17020545						10/25/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		11/27/17				倉持　みゆき		江木　昌史		11/29/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟休憩室脇天井扇取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		132,840		（株）楠原管工業		0296242445		A0E31BPC1206F		A17029139		A17029139						11/30/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		1/19/18				倉持　みゆき		見持　歩樹		1/19/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟制御機器室空調機 （ＰＡＣ－５）更新工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-KEKB共通		0		0		1,598,400		㈱ショウテック　つくば営業所		0298461741		I1C28BC01106F		A17025334		A17025334						11/20/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		1/31/18				廣瀬　欽一		三増　俊広		1/31/18		工事		中小企業		3/3/92

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟中央監視制御用光ファイバーケーブル取設工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		1,377,000		（有）森田電気商会		0298640479		A0E31BPC1106F		A17005218		A17005218						5/22/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		7/18/17				廣瀬　欽一		塚本　智		7/21/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟M0機械室実験冷却水設備純水冷却水ポンプ（M0-PP-A）取替工事		運交金-加五-リニアック(28・B)-共通1		0		0		7,948,800		高砂熱学工業（株）茨城営業所		0298221715		A0C25XCB2156F		A17021484				A16039202		複数年度契約		4/3/17		Bファクトリーによる実験研究		工事		随意契約（第七号）		D		成果進行型		9/14/17				城野　雅明		紙谷　琢哉		9/27/17		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟M0機械室実験冷却水設備純水冷却水ポンプ（M0-PP-A）取替工事		運交金-加五-リニアック(B)-施設1		0		0		11,923,200		高砂熱学工業（株）茨城営業所		0298221715		A0C25BC02166F		A17021484				A16039202		複数年度契約		4/3/17		Bファクトリーによる実験研究		工事		随意契約（第七号）		D		成果進行型		9/14/17				城野　雅明		紙谷　琢哉		9/27/17		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟Ｍ２機械室実験冷却水配管保温補修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		972,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		0298221715		A0E31BPC1206F		A17014548		A17014548						7/19/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		9/15/17				倉持　みゆき		清岡　翔吾		9/15/17		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟M3機械室等オーバル流量計改修		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		241,920		北原商事（株）		0339207549		A0E31BPC1206F		A17015560		A17015560						8/3/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		9/5/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		9/4/17		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟クライストロン組立ホール等照明器具安定器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		279,396		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81206F		A17034749		A17034749						1/29/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		2/16/18				城野　雅明		塚本　智		2/16/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟ボタン電話主装置撤去その他工事		先端研究推進費-加五-リニアック(B)-共通2		0		0		347,760		常伸電通システム（株）		0298242757		I1C25BC02156F		A17017711		A17017711						10/23/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		11/30/17				倉持　みゆき		紙谷　琢哉		11/30/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟第２搬入ヤード遮蔽扉レール補修工事		先端研究推進費-加五-リニアック(B)-共通2		0		0		367,200		（株）近藤工務店		0298360207		I1C25BC02156F		A17017273		A17017273						8/18/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		10/5/17				倉持　みゆき		紙谷　琢哉		10/6/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟等M３機械室屋上冷水用膨張タンク給水管取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		286,200		（有）佐藤管理工業		0298234047		A0E31BPC1206F		A17027966		A17027966						11/24/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		1/5/18				倉持　みゆき		見持　歩樹		1/5/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟等加速管組立室パッケージ形空調機膨張弁他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		757,080		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1206F		A17022929		A17022929						10/6/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		10/30/17		納入場所		倉持　みゆき		清岡　翔吾		10/30/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟副制御室鋼製建具改修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通3		0		0		561,600		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		A0C25PC02166F		A17030785		A17030785						12/19/17		放射光施設による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/15/18				倉持　みゆき		紙谷　琢哉		3/15/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟１階男子便所換気扇取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		508,680		（有）佐藤管理工業		0298234047		A0E31BPC1206F		A17034654		A17034654						1/25/18		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		3/1/18				城野　雅明		見持　歩樹		3/1/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟ミーティングルームパッケージ形空調機取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		814,320		空調システムサービス（株）		02983658751		A0E31BPC1206F		A17033505		A17033505						1/16/18		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		3/9/18				城野　雅明		清岡　翔吾		3/9/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟等2階機械室マグネット系統デミナー安全弁交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		183,600		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1206F		A17026866		A17026866						11/6/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		11/29/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		11/30/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟等エレベーター設備主シーブ他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		4,209,300		日本エレベーター製造（株）		0338660265		A0E31BPC1106F		A17032020								12/25/17		プロジェクト対象		工事		随意契約（第一号）		D		成果進行型		3/29/18				城野　雅明		氏家　和輝		3/23/18		工事		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟等エレベーター設備主シーブ他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		2,745,900		日本エレベーター製造（株）		0338660265		A0E31SC81206F		A17032020								12/25/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約（第一号）		D		期間進行型		3/29/18				城野　雅明		氏家　和輝		3/23/18		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟純水ポンプ（FM-CP-1）用制御盤漏電遮断器他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		866,160		志賀計装（株）		0335575201		A0E31BPC1206F		A17028096		A17028096						11/20/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		1/12/18				倉持　みゆき		丸山　雅史		1/12/18		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟動力盤(FM-CP-2-3)電流計他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		797,256		志賀計装（株）		0335575201		A0E31BPC1206F		A17025789		A17025789						10/25/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		12/22/17				倉持　みゆき		丸山　雅史		12/22/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研物品管理庫東側倉庫シャッター改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		307,800		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		A0E31SC81106F		A17011061		A17011061						6/21/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		8/7/17				倉持　みゆき		髙橋　誠		8/25/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研物品管理庫等屋外便所小便器取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		518,400		（株）楠原管工業		0296242445		A0E31SC81306F		A17007976		A17007976						6/13/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		7/7/17				倉持　みゆき		見持　歩樹		7/7/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射化物使用棟北側出入口前止水板取設工事		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-放射線安全管理業務整備・維持		0		0		874,800		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		A0D11PC01116F		A17014440		A17014440						7/18/17		放射光施設による実験研究		工事		随意契約		E		成果進行型		9/26/17				倉持　みゆき		三浦　太一		9/29/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射性試料測定棟モニター製作調整室等電気錠取設工事		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-共通経費		0		0		328,698		つくばキーセンター　澤邉久輝		0298392000		A0D11PC01106F		A17036465		A17036465						2/7/18		放射光施設による実験研究		工事		随意契約		E		成果進行型		3/19/18				廣瀬　欽一		佐波　俊哉		3/30/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射線モニター第３監視所電源撤去再取付工事		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-放射線集中監視システム維持		0		0		124,200		（有）信濃電設		0298574335		A0D11PC01126F		A17039472		A17039472						3/5/18		放射光施設による実験研究		工事		随意契約		E		成果進行型		3/23/18				城野　雅明		飯島　和彦		3/23/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射線管理棟２階給湯室電気温水器取替工事		運交金-共通施設長-共通経費(一般)-放射線科学センター		0		0		246,240		（有）佐藤管理工業		0298234047		A0D01SC01116F		A17036128		A17036128						1/17/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		3/23/18				城野　雅明		飯島　和彦		3/23/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射線管理棟等パッケージ形空調機リニア膨張弁他取替修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		927,720		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81306F		A17039661		A17039661						3/2/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/27/18		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		3/26/18		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホール2階男子便所換気扇交換		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		28,080		（有）佐藤管理工業		0298234047		A0E31SC81306F		A17012072		A17012072						7/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		7/19/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		7/18/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホール屋外ＲＩ排水管取設その他工事		運交金-共通施設長-老朽化対策経費(一般)-RI排水処理施設補修費		0		0		4,212,000		（株）楠原管工業		0296242445		A0D01SCT1306F		A17024465		A17024465						12/14/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		E		期間進行型		2/28/18				城野　雅明		三浦　太一		2/28/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホール屋外純水補給水管漏水修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		81,000		カンキ工業（有）		0298855110		A0E31SC81306F		A17036443		A17036443						2/7/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		2/23/18		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		2/23/18		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ主リング天井クレーン（2ｔ）停止スイッチ取設		運交金-加六-PS跡地(一般)-物件費		0		0		972,000		（株）神内電機製作所		0335850255		A0C26SC12106F		A17002276		A17002276						4/13/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		5/19/17				倉持　みゆき		髙山　健		5/19/17		工事		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ特高変電棟控室パッケージ形空調機取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		604,800		カンキ工業（有）		0298855110		A0E31BPC1206F		A17012927		A17012927						6/26/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		7/28/17				倉持　みゆき		清岡　翔吾		7/28/17		工事		中小企業

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		竹園3丁目宿舎704号棟102宿舎内漏水緊急対応　一式		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		9,720		(株)アビック		0292282331		A0E41SC51106F		A17008629		A17008629						5/22/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		5/29/17		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		5/31/17		役務		中小企業

		P		①		環境整備		冷媒回収作業　一式		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		108,000		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A1B10SC011074		A17037083		A17037083						2/14/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/28/18		納入場所		平田　彬		足立　伸一		2/28/18		役務		大企業

				①修繕費合計（一般） シュウゼンヒ ゴウケイ												294,415,334

		P		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研EP1ビームチャンネル等天井クレーン（１０ｔ）停止スイッチ取設		運交金-加六-PS跡地(一般)-物件費		0		0		788,400		（株）神内電機製作所		0335850255		A0C26SC12106F		A17009926		A17009926						6/10/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		7/28/17				倉持　みゆき		髙山　健		7/28/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ西実験棟チラー（ＡＷ－ＣＲ－１－１）更新工事		運交金-施設部-老朽化対策経費(一般)-AR西棟チラー更新費		0		0		13,300,200		菊地設備工業（株）		0292514356		A0E31SCT1106F		A17021073		A17021073						11/7/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		期間進行型		3/15/18				城野　雅明		清岡　翔吾		3/15/18		工事		中小企業

		P		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ西実験棟等チラー更新工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		33,480,000		空調システムサービス（株）		02983658751		A0E31BPC1206F		A17011708								6/21/17		プロジェクト対象		工事		一般競争契約		D		成果進行型		11/28/17				城野　雅明		今村　誠一		11/30/17		工事		中小企業

		P		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ西実験棟等チラー更新工事		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		9,039,600		空調システムサービス（株）		02983658751		I1B10PC02106F		A17011708								6/21/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		11/28/17				城野　雅明		今村　誠一		11/30/17		工事		中小企業

		P		①特 トク		他委託		高エネ研ＰＦ－ＡＲ西実験棟等チラー更新工事設計業務		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		972,000		（株）スペースデザイン		0366598331		A0E31BPC12078		A17001458		A17001458						4/10/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		6/15/17		納入場所		倉持　みゆき		品川　尚也		6/21/17		役務		中小企業

		P		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ加速器準備棟ブースター室天井クレーン（３ｔ）停止スイッチ取設		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-物件費		0		0		794,880		（株）神内電機製作所		0335850255		A0E51SCT7106F		A17031061		A17031061						1/15/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		C		期間進行型		3/15/18				城野　雅明		髙山　健		3/15/18		役務		中小企業

		P		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS加速器準備棟リニアック室天井クレーン（5ｔ）停止スイッチ取設		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-物件費		0		0		453,600		（株）神内電機製作所		0335850255		A0E51SCT7106F		A17018271		A17018271						9/8/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		10/27/17				倉持　みゆき		髙山　健		10/27/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ特高受変電設備６６ｋＶ避雷器取替工事		運交金-施設部-老朽化対策経費(一般)-特別高圧関連設備修理費		0		0		2,700,000		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		A0E31SCT1306F		A17022859		A17022859						10/13/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		11/17/17				廣瀬　欽一		塚本　智		11/17/17		工事		大企業

		長 チョウ		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ特高変電所碍子洗浄装置用受水槽液体導電率計セル取替他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		226,800		（有）佐藤管理工業		0298234047		A0E31BPC1106F		A17020770		A17020770						10/4/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		11/24/17				倉持　みゆき		塚本　智		11/24/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PS特高変電所高圧配電盤真空遮断器補修		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		108,000		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		A0E31BPC1106F		A17017710		A17017710						8/25/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		9/19/17		納入場所		倉持　みゆき		塚本　智		9/15/17		役務		大企業

		長 チョウ		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ特高変電設備真空遮断器投入ばね修繕		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		378,000		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		A0E31BPC1106F		A17028452		A17028452						12/1/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		12/25/17		納入場所		倉持　みゆき		塚本　智		1/12/18		役務		大企業

		P		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研基幹整備（筑波特高変電所高圧コンデンサ更新）工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		4,104,000		(株)東芝　エネルギーソリューション営業部		0443310730		A0E31BPC1106F		A17008688								5/25/17		プロジェクト対象		工事		一般競争契約		D		成果進行型		11/14/17				城野　雅明		氏家　和輝		11/10/17		工事		大企業		1875/07/01

		P		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂特高変電所高調波フィルタ盤リアクトル用ダイヤル温度計取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		691,200		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		A0E31BPC1106F		A17005909		A17005909						7/7/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		8/25/17				倉持　みゆき		塚本　智		8/25/17		工事		大企業

		長 チョウ		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟等天井クレーン修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		439,560		（株）神内電機製作所		0335850255		A0E31SC81306F		A17011628		A17011628						6/21/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		7/28/17		納入場所		倉持　みゆき		品川　尚也		7/28/17		役務		中小企業

		P		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導・低温・真空実験棟天井クレーン（５ｔ）ホイスト他取替修理		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		3,240,000		（株）神内電機製作所		0335850255		A0C28BC01106F		A17020509		A17020509						10/19/17		Bファクトリーによる実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		1/31/18				廣瀬　欽一		大内　徳人		1/31/18		工事		中小企業

		長 チョウ		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟天井クレーン（７０ｔ／１５ｔ）補巻カップリングボルト他取替修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		842,400		(株)日立プラントメカニクス東日本統括営業部		0359561301-2		A0E31SC81306F		A17035532		A17035532						2/8/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/23/18		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		3/23/18		役務		大企業

		P		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホール天井クレーン（３０／１５ｔ）ワイヤーロープ取替		運交金-素核研-実験室安全(一般)-物件費		0		0		1,728,000		住友重機械搬送システム(株）		0354218443		A0A20SCx1106F		A17004189		A17004189						6/6/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		7/28/17				廣瀬　欽一		田中　伸晃		7/28/17		工事		大企業

				①修繕費合計（特殊） シュウゼンヒ ゴウケイ												73,286,640

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研４号館３階３１０室網戸修理及び再取付その他業務		運交金-施設部-運転(B・PF)-建築		0		0		130,680		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1306B		A17033064								1/12/18		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		1/29/18				城野　雅明		峯　秀介		1/29/18		役務		中小企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研4号館4階415室外扉本体及びガラス破損調査その他業務		運交金-施設部-運転(B・PF)-建築		0		0		63,720		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1306B		A17022896								10/5/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		10/30/17				倉持　みゆき		峯　秀介		10/30/17		役務		中小企業

		P		②		消耗品		10FCY用スクリーン　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		391,500		理工科学（株）		0292552338		A0F01JCE23046		A17029665		A17029665						12/7/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		1/30/18		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		2/27/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		3極連動カットアウト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		811,998		日本高圧電気（株）		0562471251		A0E31BPC11046		A17001910		A17001910						4/24/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		5/16/17		納入場所		倉持　みゆき		塚本　智		6/16/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		ＤＯ（溶存酸素）計センサー　1個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		702,000		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		A0F01JCE23046		A17029737		A17029737						12/7/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		1/22/18		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		2/13/18		物品		大企業

		P		②		消耗品		Ｇ－４０Ｅ用ゴムリング　40個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		76,680		橋本機工金物（株）		0292821010		A0F01JCE23046		A17004624		A17004624						4/26/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		5/30/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		5/31/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		ＨＥＰＡフィルタ　２枚		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		140,400		日進技研（株）		0338623437		A0E31BPC12046		A17031042		A17031042						12/20/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		2/1/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		3/16/18		物品		中小企業

		長 チョウ		②		消耗品		ＫＥＫＢ地区中央監視装置用部品		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		49,680		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		0292249565		A0E31SC812046		A17041156		A17041156						3/16/18		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		期間進行型		3/30/18		納入場所		城野　雅明		伊藤　博		3/30/18		物品		大企業

		P		②		消耗品		ＬＥＤ電球　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		525,636		首都圏電工(株)柏営業所		0298237371		A0E31BPC11046		A17010251		A17010251						6/16/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		7/28/17		納入場所		倉持　みゆき		塚本　智		7/28/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		ＰＡＬＬフィルターカートリッジ　2箱		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		442,800		理工科学（株）		0292552338		A0F01JCE23046		A17027015		A17027015						11/20/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		2/27/18		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		3/6/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		PCS用バッテリー　10個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		216,000		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		0292249565		A0F01JCE22046		A17015550		A17015550						8/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		9/27/17		納入場所		倉持　みゆき		千田　謙太郎		9/29/17		物品		大企業

		長 チョウ		②		消耗品		ＰＦ地区中央監視装置部品		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		100,440		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		A0E31SC812046		A17041163		A17041163						3/16/18		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		期間進行型		3/26/18		納入場所		城野　雅明		伊藤　博		3/30/18		物品		大企業

		P		②		消耗品		PHS電話機　40台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		829,440		首都圏電工(株)柏営業所		0298237371		A0F01JCE22046		A17004542		A17004542						4/27/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		5/24/17		納入場所		倉持　みゆき		千田　謙太郎		5/31/17		物品		中小企業

		長 チョウ		②		消耗品		ＲＩ作業靴　４足		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		27,648		（株）千代田テクノル　茨城営業所		0292663111		A0E31SC823046		A17040297		A17040297						3/8/18		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		期間進行型		3/20/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		3/30/18		物品		大企業

		P		②		消耗品		ＲＯエレメント　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		686,340		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		A0F01JCE23046		A17027072		A17027072						11/15/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		12/13/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		12/26/17		物品		大企業

		P		②		消耗品		ＶＹ６３用弁操作器　1個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		45,360		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		0298392002		A0F01JCE23046		A17004636		A17004636						5/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		9/21/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		10/26/17		物品		大企業

		P		②		消耗品		Ｖベルト　1式		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		34,387		古本機工（株）		0298515553		A0E31BPC12046		A17022685		A17022685						10/11/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		10/25/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		11/3/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		Vベルト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		28,182		古本機工（株）		0298515553		A0E31BPC12046		A17017447		A17017447						8/29/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		9/14/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		9/19/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		Vベルト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		490,179		古本機工（株）		0298515553		A0E31BPC12046		A17023408		A17023408						11/22/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		12/13/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		12/20/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		Ｖベルト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		272,505		古本機工（株）		0298515553		A0E31BPC12046		A17033379		A17033379						1/15/18		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		2/6/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		2/7/18		物品		中小企業

		長 チョウ		②		消耗品		Vベルト 他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		382,460		北原商事（株）		0339207549		A0E31SC813046		A17011183		A17011183						6/27/17		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		期間進行型		7/14/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		7/18/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		Ｖベルト（レッド）　1式		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		55,080		橋本機工金物（株）		0292821010		A0F01JCE23046		A17022704		A17022704						10/11/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		10/31/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		10/31/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		Ｖベルト（レッド）　25本		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		59,670		橋本機工金物（株）		0292821010		A0F01JCE23046		A17005402		A17005402						5/2/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		7/11/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		8/29/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		Ｖベルト（レッド）　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		357,810		橋本機工金物（株）		0292821010		A0F01JCE23046		A17006846		A17006846						5/9/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		6/16/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		6/16/17		物品		中小企業

		長 チョウ		②		消耗品		Vベルトスタンダード A-35　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		3,326		古本機工（株）		0298515553		A0E31SC813046		A17012059		A17012059						6/27/17		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		期間進行型		7/5/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		7/14/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		アクリル板		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		16,070		北原商事（株）		0339207549		A0E31BPC12046		A17015408		A17015408						7/26/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		8/24/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		8/25/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		アルミバタフライ弁　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		5,140		橋本機工金物（株）		0292821010		A0F01JCE23046		A17011164		A17011164						6/20/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		7/4/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		7/24/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		イオン交換樹脂　300Ｌ		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		810,000		理工科学（株）		0292552338		A0F01JCE23046		A17030179		A17030179						12/13/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		1/22/18		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		1/30/18		物品		中小企業

		P		②		備品費		オイルフリースクロール真空ポンプ　１台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		419,040		アネスト岩田（株）		0455911112		A0F01JCE23047		A17029245		A17029245						12/6/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		1/24/18		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		2/27/18		物品		大企業

		P		②		消耗品		キトー製ＮＲリレー　8個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		103,680		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		A0F01JCE23046		A17016798		A17016798						8/17/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		11/28/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		11/28/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		ゲートバルブ　２台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		28,080		橋本機工金物（株）		0292821010		A0F01JCE23046		A17036023		A17036023						2/7/18		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		2/27/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		2/27/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		コントライム・M-1000　360Kg		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		855,360		三綱（株）		0332532534		A0E31BPC12046		A17011479		A17011479						6/12/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		7/6/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		7/7/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		ステレオミキサー　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		54,000		首都圏電工(株)柏営業所		0298237371		A0F01JCE22046		A17021766		A17021766						10/2/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		10/26/17		納入場所		倉持　みゆき		千田　謙太郎		10/27/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		タイマーリレー　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		13,100		北原商事（株）		0339207549		A0E31BPC12046		A17026945		A17026945						11/2/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		12/4/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		12/8/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		ダイヤフラムバルブ部　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		141,480		北原商事（株）		0339207549		A0E31BPC12046		A17032368		A17032368						1/9/18		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		1/26/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		2/7/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		ダンプナー　10個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		83,160		理工科学（株）		0292552338		A0F01JCE23046		A17027766		A17027766						11/27/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		12/15/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		1/9/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		デジタル指示調節計　2個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		198,720		日本電技（株）つくば支店		0298513166		A0F01JCE23046		A17029773		A17029773						12/12/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		1/12/18		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		1/30/18		物品		大企業

		P		②		消耗品		デジタル指示調節計　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		14,688		北原商事（株）		0339207549		A0F01JCE23046		A17026968		A17026968						11/17/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		1/12/18		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		1/30/18		物品		中小企業

		P		②		備品費		デジタル指示調節計　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		226,692		北原商事（株）		0339207549		A0F01JCE23047		A17026968		A17026968						11/17/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		1/12/18		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		1/30/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		トナーカートリッジ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		119,232		藤井産業（株）つくば支店		0298415533		A0E31BPC11046		A17015497		A17015497						8/7/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		9/1/17		納入場所		倉持　みゆき		塚本　智		9/8/17		物品		大企業

		P		②		消耗品		ドラムカートリッジ　2個		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		51,840		古本機工（株）		0298515553		A0E31BPC12046		A17009413		A17009413						6/5/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		6/12/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		6/19/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		ニカド電池　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		645,408		首都圏電工(株)柏営業所		0298237371		A0F01JCE22046		A17038602		A17038602						2/26/18		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		3/15/18		納入場所		城野　雅明		大髙　光夫		3/23/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		バルブモータ　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		756,000		理工科学（株）		0292552338		A0F01JCE23046		A17007654		A17007654						5/15/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		7/11/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		7/25/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		ブレードホース　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		130,410		橋本機工金物（株）		0292821010		A0F01JCE23046		A17032463		A17032463						1/10/18		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		2/13/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		2/13/18		物品		中小企業

		長 チョウ		②		消耗品		フレキシブル継手　１本		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		15,120		（株）楠原管工業		0296242445		A0E31SC813046		A17037703		A17037703						2/19/18		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		期間進行型		2/20/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		2/26/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		プレフィルタ　8枚		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		267,840		日進技研（株）		0338623437		A0E31BPC12046		A17027096		A17027096						11/14/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		1/9/18		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		1/19/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		プレフィルターろ材　24枚		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		16,200		日進技研（株）		0338623437		A0F01JCE23046		A17022890		A17022890						10/11/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		10/31/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		10/31/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		ポンプヘッドセット　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		26,460		栗田工業（株）土浦営業所		0292320351		A0F01JCE23046		A17023604		A17023604						10/12/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		11/21/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		11/21/17		物品		大企業

		P		②		消耗品		リチウム電池　57個		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		147,744		中央電子（株）　サービス部		0426255711		A0E31BPC11046		A17012956		A17012956						7/4/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		9/14/17		納入場所		倉持　みゆき		氏家　和輝		9/8/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		リチウム電池　8個		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		6,912		首都圏電工(株)柏営業所		0298237371		A0E31BPC11046		A17007437		A17007437						5/18/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		5/23/17		納入場所		倉持　みゆき		氏家　和輝		6/9/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		レトロフィット真空遮断器補修用品　25個		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		461,700		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		A0E31BPC11046		A17017713		A17017713						9/11/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		12/19/17		納入場所		倉持　みゆき		塚本　智		12/22/17		物品		大企業

		P		②		消耗品		圧力計　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		77,760		理工科学（株）		0292552338		A0F01JCE23046		A17014313		A17014313						7/18/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		9/1/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		9/26/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		安全弁　1個		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		70,200		北原商事（株）		0339207549		A0E31BPC12046		A17016766		A17016766						8/17/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		10/3/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		10/30/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		温湿度センサ　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		226,800		理工科学（株）		0292552338		A0F01JCE23046		A17026385		A17026385						11/10/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		3/29/18		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		3/29/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		解放循環用冷却水処理剤　４０８ｋｇ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		881,280		栗田工業（株）土浦営業所		0292320351		A0E31BPC12046		A17033686		A17033686						1/17/18		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		2/7/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		2/7/18		物品		大企業

		P		②		消耗品		外気処理フィルタ（除塩フィルタ）　６台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		174,960		日進技研（株）		0338623437		A0F01JCE23046		A17032755		A17032755						1/11/18		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		3/23/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		3/23/18		物品		中小企業

		長 チョウ		②		消耗品		刈払機用チップソー　4枚		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		13,392		理工科学（株）		0292552338		A0E31SC822046		A17007943		A17007943						5/29/17		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		期間進行型		6/15/17		納入場所		倉持　みゆき		千田　謙太郎		6/30/17		物品		中小企業

		長 チョウ		②		消耗品		換気扇　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		742,824		藤井産業（株）つくば支店		0298415533		A0E31SC812046		A17039537		A17039537						3/8/18		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		期間進行型		3/22/18		納入場所		城野　雅明		塚本　智		3/30/18		物品		大企業

		P		②		消耗品		換気扇付パネル　５個		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		93,420		藤井産業（株）つくば支店		0298415533		A0E31BPC11046		A17030967		A17030967						12/26/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		1/12/18		納入場所		城野　雅明		塚本　智		1/12/18		物品		大企業

		P		②		消耗品		監視端末バッテリー　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		857,520		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		0292249565		A0F01JCE22046		A17032811		A17032811						1/15/18		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		3/20/18		納入場所		城野　雅明		千田　謙太郎		3/23/18		物品		大企業

		P		②		消耗品		空気抜き　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		2,430		橋本機工金物（株）		0292821010		A0F01JCE23046		A17024489		A17024489						10/23/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		11/14/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		11/14/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		蛍光ランプ　2000本		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		418,000		(株)パブリック商会		0427975311		A0E31BPC11046		A17018418		A17018418						9/4/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		9/27/17		納入場所		倉持　みゆき		塚本　智		10/31/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		蛍光灯　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		468,460		(株)パブリック商会		0427975311		A0F01JCE22046		A17028462		A17028462						12/5/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		1/15/18		納入場所		倉持　みゆき		大髙　光夫		1/19/18		物品		中小企業

		長 チョウ		②		消耗品		結合型Ｖベルト　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		466,300		北原商事（株）		0339207549		A0E31SC813046		A17039413		A17039413						2/26/18		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		期間進行型		3/19/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		3/23/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		光電式煙感知器　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		647,806		藤井産業（株）つくば支店		0298415533		A0E31BPC11046		A17011869		A17011869						6/28/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		7/14/17		納入場所		倉持　みゆき		氏家　和輝		7/21/17		物品		大企業

		P		②		消耗品		工業用窒素ガス　41本		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		132,840		（株）サイサン　つくば営業所		0298470876		A0E31BPC12046		A17004468		A17004468						4/27/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		5/31/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		6/16/17		物品		大企業

		P		②		消耗品		構内PHS子機　４０台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		829,440		首都圏電工(株)柏営業所		0298237371		A0F01JCE22046		A17036594		A17036594						2/9/18		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		3/7/18		納入場所		城野　雅明		千田　謙太郎		3/9/18		物品		中小企業

		長 チョウ		②		消耗品		構内PHS子機　40台		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		829,440		首都圏電工(株)柏営業所		0298237371		A0E31SC812046		A17026598		A17026598						11/16/17		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		期間進行型		11/27/17		納入場所		倉持　みゆき		氏家　和輝		11/30/17		物品		中小企業

		長 チョウ		②		消耗品		構内ＰＨＳ子機　４０台		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		829,440		首都圏電工(株)柏営業所		0298237371		A0E31SC812046		A17039990		A17039990						3/7/18		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		期間進行型		3/20/18		納入場所		城野　雅明		氏家　和輝		3/23/18		物品		中小企業

		-		②		環境整備		高エネ研(吾妻)職員宿舎屋上ドレン清掃業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		199,800		(株)カタオカエンジニアリング		0298808008		A0E41SC511074		A17000045		A17000045						5/23/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		K		期間進行型		6/15/17				倉持　みゆき		杉尾　和彦		6/23/17		工事		中小企業

		-		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（吾妻）職員宿舎給水施設清掃等保守点検		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		723,600		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC51106B		A17000038		A17000038						4/10/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		10/10/17		納入場所		倉持　みゆき		杉尾　和彦		10/6/17		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）１号館２階２２７室空調機（ＡＣＰ－Ｔ１－１７）四路切替弁他取替 		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		164,160		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0E31SC82306B		A17007995		A17007995						5/24/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		6/20/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		6/20/17		役務		大企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館出入管理設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		118,476		中央電子（株）　サービス部		0426255711		A0E31SC82206B		A17000282		A17000282						4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		千田　謙太郎		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）１号館全熱交換器（ＨＥＵ－Ｔ１－１）他全熱交エレメント組立品他取替 		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		842,400		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0E31SC82306B		A17019032		A17019032						9/5/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		10/31/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		10/31/17		役務		大企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		163,296		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		0432046800		A0E31SC82206B		A17002855								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/18				城野　雅明		鈴木　久		3/31/18		役務		大企業

		-		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館等昇降機設備保全業務		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		163,296		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		0432046800		A1E51SC21106B		A17002855								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18				城野　雅明		鈴木　久		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館等昇降機設備保全業務		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		163,296		エス・イー・シーエレベーター（株）千葉支社		0432046800		I1F01JCE2206B		A17002855								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18				城野　雅明		鈴木　久		3/31/18		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）J-PARC全所停電に伴う停復電操作その他		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		209,520		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		I1F01JCE2206B		A17011271		A17011271						7/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		7/28/17		納入場所		倉持　みゆき		千田　謙太郎		7/28/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟トンネル循環送風機（ＦＳ－Ｍ１－１－２）整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		2,034,720		東興機械工業㈱		0292660039		A0F01JCE2306B		A17014099		A17014099						8/7/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/5/17		納入場所		廣瀬　欽一		小川　一弘		10/10/17		役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟純水製造装置（ＰＷＵ－Ｍ１－１）整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		3,888,000		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		A0F01JCE2306B		A17016329		A17016329						9/4/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		11/28/17		納入場所		廣瀬　欽一		小川　一弘		11/28/17		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟脱酸素装置（ＰＷＵ－Ｍ１－３）脱酸素モジュール他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		156,600		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		A0F01JCE2306B		A17005416		A17005416						5/8/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		5/30/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		5/30/17		役務		大企業

		P		②		他委託		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟等開放冷却水水質検査		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		151,200		理工科学（株）		0292552338		A0F01JCE23078		A17011047		A17011047						6/16/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		8/8/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		8/8/17		役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟等中間冷却水ポンプ動力制御盤盤内換気ファン他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		280,800		（株）東邦製作所		0428323511		A0F01JCE2306B		A17008789		A17008789						5/29/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		7/25/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		7/25/17		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟熱交換器（ＨＥ－Ｍ１－１－３，４）薬品洗浄		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		1,803,600		三菱重工冷熱(株)筑波営業所		0298428423-1		A0F01JCE2306B		A17014366		A17014366						8/7/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/10/17		納入場所		廣瀬　欽一		小川　一弘		10/10/17		役務		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第１電源棟コントロール室空調機（ＡＣＰ－Ｄ１－２０）ドレンアップキット取替他 		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		141,480		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306B		A17018677		A17018677						8/30/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		9/19/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		9/12/17		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１電源棟等停復電操作その他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		102,600		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		A0F01JCE2206B		A17037797		A17037797						2/20/18		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/16/18		納入場所		城野　雅明		千田　謙太郎		3/16/18		役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１電源棟膨張タンク（ＴＥ－Ｄ１－１）用タッチパネル取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		313,200		日本電技（株）つくば支店		0298513166		A0F01JCE2306B		A17004859		A17004859						4/19/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		7/20/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		7/31/17		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１電源棟薬注装置（ＹＴＵ－Ｄ１－１）ブレードホース交換作業他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		427,680		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		A0F01JCE2306B		A17039727		A17039727						2/28/18		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/20/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		3/20/18		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第1電源棟冷却塔（ＣＴ－Ｄ１－２）軸受取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		177,120		東洋プラント工業（株）		0298428611		A0F01JCE2306B		A17013286		A17013286						7/6/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		9/19/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		9/12/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第１搬入棟空調機（ＡＣＰ－Ｃ１－３)他圧縮機取替作業 		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		714,960		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306B		A17000664		A17000664						4/6/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		5/9/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		5/9/17		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第１搬入棟等エレベーターバッテリー他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		796,500		東芝エレベータ（株）東関東支社		0432253521		A0F01JCE2206B		A17023262		A17023262						10/16/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/19/18				倉持　みゆき		千田　謙太郎		3/16/18		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第１搬入棟廃液移送ポンプ（ＰＤ－Ｃ１－１－１，２）分解清掃		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		46,440		東洋プラント工業（株）		0298428611		A0F01JCE2306B		A17021881		A17021881						10/2/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/17/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		10/17/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第２機械棟純水ポンプ（ＰＰＷ－Ｍ２－１－３）電動機軸受取替作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		810,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		0298221715		A0F01JCE2306B		A17001167		A17001167						4/12/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		8/29/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		8/29/17		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２機械棟中間冷却水ポンプ動力制御盤盤内換気ファン他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		178,200		志賀計装（株）		0335575201		A0F01JCE2306B		A17011223		A17011223						6/21/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		7/25/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		7/25/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第２機械棟冷却塔（ＣＴ－Ｍ２－１ー１１，１４）電動機軸受その他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		583,200		空研工業（株）東京支店		0334640161		A0F01JCE2306B		A17035819		A17035819						2/5/18		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/20/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		3/20/18		役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２電源棟純水精製装置（ＰＷＵ－Ｄ２－１）他イオン交換樹脂取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		342,900		理工科学（株）		0292552338		A0F01JCE2306B		A17032221		A17032221						1/9/18		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		1/24/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		2/20/18		役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２電源棟純水量水器計数部他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		602,640		日本電技（株）つくば支店		0298513166		A0F01JCE2306B		A17009956		A17009956						6/8/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		7/20/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		8/1/17		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２電源棟冷却塔ファンＮｏ．１・Ｎｏ．２Ｖベルト交換作業他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		162,000		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		A0F01JCE2306B		A17022675		A17022675						10/2/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/17/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		10/17/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟データ整理室空調機（ＡＣＰ－Ｃ２－４）制御基板他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		93,420		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306B		A17008324		A17008324						5/26/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		6/27/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		6/27/17		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟等昇降機設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		1,438,560		東芝エレベータ（株）東関東支社		0432253521		A0F01JCE2206B		A17000260		A17000260		A17000464		複数年度契約		4/3/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		千田　謙太郎		3/31/18		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟ホット機械室脱酸素装置（ＰＷＵ－Ｍ３－２）パージメータ取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		286,200		（株）大洋バルブ製作所		0337532254		A0F01JCE2306B		A17026384		A17026384						11/13/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		1/30/18		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		1/30/18		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟純水ポンプ（ＰＰＷ－Ｍ３－１－２）電動機軸受他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		810,000		高砂熱学工業（株）茨城営業所		0298221715		A0F01JCE2306B		A17006626		A17006626						5/12/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		8/29/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		8/29/17		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟熱交換器（ＨＥ－Ｍ３－１－１）薬品洗浄		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		777,600		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		A0F01JCE2306B		A17027737		A17027737						11/20/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		1/30/18		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		1/30/18		役務		非対象その他

		P		②		他委託		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟熱交換器（ＨＥ－Ｍ３－１－１、２）薬品洗浄廃液回収処分		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		745,200		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		A0F01JCE23078		A17032994		A17032994						1/15/18		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		2/27/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		2/20/18		役務		非対象その他

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟熱交換器（ＨＥ－Ｍ３－１－２）薬品洗浄		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		777,600		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		A0F01JCE2306B		A17030137		A17030137						12/15/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		1/30/18		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		1/30/18		役務		非対象その他

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟冷却塔補給水弁（ＢＶ１－Ｍ３－１－２）アクチュエーター交換作業他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		332,640		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		A0F01JCE2306B		A17032330		A17032330						1/4/18		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		1/23/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		1/23/18		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟空調機（ＡＣＰ－Ｄ３－１－３)圧縮機他取替作業 		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		619,920		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306B		A17000384		A17000384						4/3/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		5/8/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		4/25/17		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第４電源棟等防災設備点検業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		52,920		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		A0F01JCE2206B		A17034252		A17034252						1/25/18		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/9/18		納入場所		城野　雅明		千田　謙太郎		3/9/18		役務		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟純水ポンプ（ＰＣＤ－ＴＳ－３－１，２）整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		2,592,000		東興機械工業㈱		0292660039		A0F01JCE2306B		A17012603-02		A17012603-02						7/18/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		1/25/18		納入場所		廣瀬　欽一		小川　一弘		1/30/18		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟純水膨張タンク（ＴＥ－ＴＳ－３）圧力発信器取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		529,200		日本電技（株）つくば支店		0298513166		A0F01JCE2306B		A17033375		A17033375						1/15/18		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		2/27/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		2/27/18		役務		大企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟汚水ポンプ（Ｎｏ．２）逆止弁取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		172,800		東洋プラント工業（株）		0298428611		A0E31SC82306B		A17023375		A17023375						10/16/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		12/12/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		12/12/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟雑排水ポンプ（ＰＤ－ＮＭ－１－２）主軸他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		163,080		東洋プラント工業（株）		0298428611		A0F01JCE2306B		A17019045		A17019045						8/29/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/17/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		10/17/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟地下２階実験装置置場空調機（ＡＣＰ－ＮＭ－４）インバーター圧縮機他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		351,000		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306B		A17013682		A17013682						7/11/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		8/8/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		8/8/17		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟電動シャッター水圧用蓄電池取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		363,960		東康建設工業（株）		0292822626		A0F01JCE2106B		A17040711		A17040711						3/12/18		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		3/30/18				城野　雅明		峯　秀介		3/30/18		工事		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟湧水排水管フート弁取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		336,960		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		A0F01JCE2306B		A17011533		A17011533						7/4/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		8/29/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		8/29/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ニュートリノ第１設備棟２階制御室空調機（ＡＣＰ－ＮＭ１－１－１）他プリント基板他取替 		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		896,400		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306B		A17010628		A17010628						6/12/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		8/1/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		8/1/17		役務		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ニュートリノ第１設備棟空調機（ＡＣＰ－ＮＭ１－２－２）インバーター圧縮機他取替 		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		953,640		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306B		A17007229		A17007229						5/15/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		6/27/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		6/27/17		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟ホット機械室系給気ダンパ（ＭＤ－ＮＵ２－４）操作器取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		180,360		日本電技（株）つくば支店		0298513166		A0F01JCE2306B		A17025667		A17025667						11/2/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		11/21/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		11/21/17		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟ホット機械室系統差圧発信器（ｄＰＥＤ－ＮＵ２－Ａ）取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		533,520		日本電技（株）つくば支店		0298513166		A0F01JCE2306B		A17030586		A17030586						12/20/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		2/13/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		2/13/18		役務		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟ビームダンプ系排風機（ＦＥ－ＮＭ３－１－１，２）軸受取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		563,760		東洋プラント工業（株）		0298428611		A0F01JCE2306B		A17025696		A17025696						11/8/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		1/30/18		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		1/30/18		役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟外気取入フィルターユニット除塩フィルター６枚交換作業他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		616,680		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		A0F01JCE2306B		A17026381		A17026381						11/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		11/28/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		11/28/17		役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟外気処理フィルターユニットプレフィルター交換作業他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		540,000		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		A0F01JCE2306B		A17009928		A17009928						6/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		6/20/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		6/20/17		役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟中間冷却水量水器計数部他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		534,600		日本電技（株）つくば支店		0298513166		A0F01JCE2306B		A17016340		A17016340						8/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		9/19/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		9/26/17		役務		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ニュートリノ搬入棟４０ｔ橋形クレーン用横行減速機モータ取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		988,200		（株）神内電機製作所		0335850255		A0F01JCE2306B		A17025657		A17025657						10/27/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		2/27/18				倉持　みゆき		小川　一弘		3/1/18		工事		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホールフィルターユニット（FU-HH-1)プレフィルター取替作業		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		237,600		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		I1F01JCAa106B		A17014686		A17014686						7/21/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		8/8/17				倉持　みゆき		髙橋　仁		8/8/17		工事		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟給気ダンパー（ＭＤ－ＨＭ１－１）取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		993,600		オーク設備工業（株）		0332575535		A0F01JCE2306B		A17014550		A17014550						7/20/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		9/21/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		9/19/17		役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟純水ポンプ（ＰＣＤ－ＨＭ１－８－２）用電磁接触器取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		237,600		日本電技（株）つくば支店		0298513166		A0F01JCE2306B		A17035805		A17035805						2/2/18		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/20/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		3/20/18		役務		大企業

		P		②		他委託		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟熱交換器（ＨＥ－ＨＭ１－４）内部調査		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		426,600		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		A0F01JCE23078		A17015631		A17015631						8/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		8/29/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		8/29/17		役務		非対象その他

		P		②		他委託		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟熱交換器（ＨＥ－ＨＭ１－４）薬品洗浄廃液回収処分		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		291,600		三菱重工冷熱(株)筑波営業所		0298428423-1		A0F01JCE23078		A17030718		A17030718						12/20/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		1/30/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		1/30/18		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟熱交換機（ＨＥ－ＨＭ１－４）薬品洗浄		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		864,000		三菱重工冷熱(株)筑波営業所		0298428423-1		I1F01JCAa106B		A17022642		A17022642						10/2/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		12/12/17				倉持　みゆき		髙橋　仁		12/12/17		工事		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ハドロン第1機械棟冷却塔（ＣＴ－ＨＭ１－６－１，２，４，５）ファン軸受他取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		780,840		東洋プラント工業（株）		0298428611		A0F01JCE2306B		A17014042		A17014042						7/14/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/3/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		10/3/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研（東海）ハドロン第１電源棟等空調機制御基板他取替作業 		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		572,400		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306B		A17001327		A17001327						4/14/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		5/9/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		5/9/17		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟等ＤＰタンク切替循環サンプリング及び排水作業他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		398,520		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		A0F01JCE2306B		A17016339		A17016339						8/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		8/29/17		納入場所		廣瀬　欽一		小川　一弘		8/29/17		役務		中小企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）加速器運転準備棟空調機点検		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		29,160		東洋プラント工業（株）		0298428611		A0F01JCE2306B		A17023609		A17023609						10/18/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/31/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		10/31/17		役務		中小企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）構内ＰＨＳ設定（３月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		16,146		ソフトバンク(株)エンタープライズ第一営業本部第二営業統括部		0368899228		A0E31SC82206B		A17040270		A17040270						3/8/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/23/18		納入場所		城野　雅明		千田　謙太郎		3/23/18		役務		大企業		12/9/86

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）純水製造装置保守点検		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		911,520		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		I1F01JCE2306B		A17000300		A17000300						4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		城野　雅明		髙巣　友和		3/31/18		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央監視装置点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		993,600		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		0292249565		A0F01JCE2206B		A17015138		A17015138						8/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/27/17		納入場所		倉持　みゆき		千田　謙太郎		10/27/17		役務		大企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央制御棟計算機室空調機（ＡＣＰ－１－１）熱交換器他取替 		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		772,200		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306B		A17006783		A17006783						5/9/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		6/27/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		6/27/17		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電動遮蔽扉等点検整備業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		936,360		（株）イトーキ　		0332066151		A0F01JCE2106B		A17009398		A17009398						6/5/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/2/17		納入場所		倉持　みゆき		佐倉　恭平		9/27/17		役務		大企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)東海2号館分電盤等点検業務		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		0		0		32,400		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		A0F01JCD2116B		A17012463		A17012463						7/5/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		E		成果進行型		8/7/17				倉持　みゆき		菅原　正克		8/4/17		工事		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）物質・生命科学実験施設ミュオン空冷設備保守点検		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		1,965,600		高砂熱学工業（株）茨城営業所		0298221715		A0F01JCE2306B		A17016008		A17016008						8/28/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/31/17		納入場所		廣瀬　欽一		髙巣　友和		10/31/17		役務		大企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)放送設備保全業務		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		482,760		TOAエンジニアリング（株）　東京営業所		0356461291		I1F01JCE2206B		A17010527		A17010527						6/15/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		9/15/17		納入場所		倉持　みゆき		千田　謙太郎		9/15/17		役務		中小企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		2,034,720		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		A0F01JCE2206B		A17000433				A16000800		複数年度契約		4/3/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		一般競争契約		D		成果進行型		3/31/18				城野　雅明		鈴木　久		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		738,720		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		A0E31SC82206B		A17000433				A16000800		複数年度契約		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		期間進行型		3/31/18				城野　雅明		鈴木　久		3/31/18		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研3M機械棟マグネット系統脱酸素装置ストレーナー清掃その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		105,300		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1206B		A17009415		A17009415						6/2/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		6/30/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		6/30/17		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 セツビ シュウゼン		高エネ研３号館パッケージ形空調機（ＡＣＰ－２Ｅ）圧縮機他取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		613,440		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81306B		A17012077		A17012077						6/22/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		7/14/17		納入場所		倉持　みゆき		清岡　翔吾		7/14/17		役務		中小企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研3号館北側風除室サムターン取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		24,840		(株)山三		0298563678		A0E31SC81106B		A17015779		A17015779						8/2/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		8/22/17				倉持　みゆき		峯　秀介		9/15/17		工事		中小企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研４号館３階シャワー室電気温水器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		318,600		（有）佐藤管理工業		0298234047		A0E31SC81306B		A17001145		A17001145						4/12/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		5/12/17				倉持　みゆき		清岡　翔吾		5/12/17		工事		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研4号館GHP-102系統電動三方弁他取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		847,800		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81306B		A17017140		A17017140						8/21/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		8/31/17		納入場所		倉持　みゆき		清岡　翔吾		8/31/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研６ＳＭ３補助機械棟空気調和機（６ＳＭ３-ＡＣ-１）用軸受交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		378,000		三菱重工冷熱(株)筑波営業所		0298428423-1		A0E31BPC1206B		A17025944		A17025944						11/7/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		12/8/17		納入場所		倉持　みゆき		丸山　雅史		12/8/17		役務		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研Ｄ１０電源棟西側冷却塔(ＮＰ－ＣＴ－１)循環水ヘッダー立ち上がり管取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		540,000		空研工業（株）東京支店		0334640161		A0E31BPC1206B		A17028115		A17028115						11/21/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		1/26/18		納入場所		倉持　みゆき		丸山　雅史		1/26/18		役務		中小企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＥＲＬ開発棟昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		498,960		東芝エレベータ（株）東関東支社		0432253521		A0E31SC81206B		A17000238		A17000238		A17000391		複数年度契約		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		氏家　和輝		3/31/18		役務		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＫＥＫＢコントロール棟機械室空気調和機(ＡＣ-ＡＣ-1)軸受他交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		302,400		三菱重工冷熱(株)筑波営業所		0298428423-1		A0E31BPC1206B		A17017349		A17017349						8/21/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		9/8/17		納入場所		倉持　みゆき		丸山　雅史		9/8/17		役務		大企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ大穂地区等屋外消火栓ホース取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		713,880		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		A0E31SC81306B		A17037205		A17037205						2/14/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/23/18		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		3/23/18		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区中央監視装置点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		993,600		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		0292249565		A0E31BPC1106B		A17016134		A17016134						9/26/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		11/22/17		納入場所		倉持　みゆき		伊藤　博		11/22/17		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区等自動制御機器取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,644,000		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		0298392002		A0E31BPC1206B		A17029240		A17029240						12/18/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		2/9/18		納入場所		廣瀬　欽一		丸山　雅史		2/9/18		役務		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＰＦ－ＡＲ西実験棟純水ポンプ(ＡＷ-ＰＷＰ-１-２)メカニカルシール他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,082,400		㈱荏原製作所　つくば営業所		0298253811		A0E31BPC1206B		A17010722		A17010722						6/30/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		12/25/17		納入場所		廣瀬　欽一		丸山　雅史		12/25/17		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF-AR東実験棟Mg電源室系統他デジタル指示調節計取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		820,800		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		0298392002		A0E31BPC1206B		A17001335		A17001335						4/12/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		6/19/17		納入場所		倉持　みゆき		清岡　翔吾		6/23/17		役務		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研PF-AR東実験棟等パッケージ形空調機プリント基板他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		777,600		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1206B		A17015646		A17015646						8/1/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		8/28/17		納入場所		倉持　みゆき		清岡　翔吾		8/28/17		役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF-AR東実験棟等第2機械室空調機Vベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		409,320		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1206B		A17020412		A17020412						9/4/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		10/3/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		10/3/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研PF-AR南実験棟等パッケージ形空調機四路切換弁コイル取替その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		767,880		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1206B		A17018608		A17018608						9/1/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		9/25/17		納入場所		倉持　みゆき		清岡　翔吾		9/25/17		役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF-AR北実験棟等第3機械室空調機Vベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		247,320		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1206B		A17016753		A17016753						8/7/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		8/25/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		8/25/17		役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PF-AR北実験棟等電源室市水系統他デジタル指示調節計取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		756,000		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		0298392002		A0E31BPC1206B		A17006062		A17006062						4/26/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		6/30/17		納入場所		倉持　みゆき		清岡　翔吾		6/30/17		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－１，３保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,360,800		パナソニック産機システムズ(株)　首都圏支店		0336845341		A0E31BPC1206B		A17000291		A17000291		A16005978		複数年度契約		4/3/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		品川　尚也		3/31/18		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－２保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		961,200		（株）日立ビルシステム東関東支社		0298520561		A0E31BPC1206B		A17001127		A17001127						4/12/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		3/31/18		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PFエネセンRB-4保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		993,600		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		0432435011		A0E31BPC1206B		A17002481		A17002481						4/18/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		3/31/18		納入場所		倉持　みゆき		清岡　翔吾		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		95,040		三工サービス（株）		0424837341		A0E31SC81306B		A17009662		A17009662						7/10/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		9/15/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		9/15/17		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＰＦエネセン冷水２次ポンプ(Ｍ６－２Ｐ－１１)軸受等交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		334,800		㈱荏原製作所　つくば営業所		0298253811		A0E31BPC1206B		A17024981		A17024981						10/16/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		1/12/18		納入場所		倉持　みゆき		丸山　雅史		1/12/18		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネルギーセンターＲＢ－４用冷水流量計取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		864,000		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		0298392002		A0E31BPC1206B		A17017288		A17017288						8/21/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		10/27/17		納入場所		倉持　みゆき		清岡　翔吾		10/27/17		役務		大企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ光源棟１階監視室脇男子トイレ等小便器排水詰まり修理その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		158,760		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81306B		A17040985		A17040985						3/15/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/23/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		3/23/18		役務		中小企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＰＦ光源棟機械室等空気調和機軸受他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,730,400		三菱重工冷熱(株)筑波営業所		0298428423-1		A0E31BPC1206B		A17010721		A17010721						6/30/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		10/13/17		納入場所		廣瀬　欽一		丸山　雅史		10/13/17		役務		大企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ光源棟等地下ホールＭ７－Ｃ系統純水漏水床面清掃その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		896,400		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81306B		A17039805		A17039805						3/12/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/20/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		3/20/18		役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区中央監視装置点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		964,440		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		A0E31BPC1106B		A17016137		A17016137						9/29/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		11/30/17		納入場所		倉持　みゆき		伊藤　博		11/30/17		役務		大企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ４機械室圧力バイパス弁制御用デジタル指示調節計他取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		356,400		（株）オーテックシステム事業本部東関東支店		0298392002		A0E31SC81306B		A17040765		A17040765						3/9/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/29/18		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		3/29/18		役務		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＰＦ入射器棟冷却塔（Ｍ２－ＰＣＴ－Ｂ、Ｃ）軸受他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,104,000		日本ビー・エー・シー（株）		0354506161		A0E31BPC1206B		A17012871		A17012871						7/20/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		10/10/17		納入場所		廣瀬　欽一		丸山　雅史		10/6/17		役務		中小企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研PS地区共同溝等ガス警報設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		426,600		新コスモス電機（株）東日本支社		0354032700		A0E31SC81306B		A17009703		A17009703						6/21/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		8/28/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		8/28/17		役務		中小企業

		P		②		他委託		高エネ研STF棟機械設備保守管理業務		運交金-日米-早野・物件費・国内-先端加速器・STF基盤		0		0		993,600		高橋興業（株）		0298242211		A0E11NC091378		A17007815		A17007815						5/22/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/18		納入場所		佐藤　正和		早野　仁司				役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研サブ変電所S-104実験電力盤・単相補助電源盤51GL調査その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		346,680		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1106B		A17028572		A17028572						12/4/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		12/22/17		納入場所		倉持　みゆき		塚本　智		12/22/17		役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研サブ変電所S-302一般電力盤51GL調査その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		324,000		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1106B		A17022079		A17022079						10/3/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		10/27/17		納入場所		倉持　みゆき		塚本　智		10/27/17		役務		中小企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研管理棟等1階財務部主計課全熱交換器フィルター清掃その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		22,140		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81306B		A17014121		A17014121						7/4/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		7/26/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		7/26/17		役務		中小企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研管理棟裏湧水排水ポンプ漏電遮断器交換その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		90,720		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81306B		A17006417		A17006417						5/8/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		5/29/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		5/29/17		役務		中小企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研構内電話交換機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		959,040		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		0298215331		A0E31SC81206B		A17000236		A17000236						4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		氏家　和輝		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研国際交流センター身障者便所大便器フロートカップ取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		9,072		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　北関東支店　茨城営業所		0296439716		A0E31SC81306B		A17000232		A17000232						4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		4/14/17		納入場所		倉持　みゆき		清岡　翔吾		4/14/17		役務		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研国際交流センター等守衛室ＡＣＰ－９制御基板他取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		666,360		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81306B		A17014843		A17014843						7/25/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		8/23/17		納入場所		倉持　みゆき		清岡　翔吾		8/23/17		役務		中小企業

		P		②		他委託		高エネ研受変電設備定期点検整備に伴う操作等		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		906,120		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC11078		A17014369		A17014369						7/27/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		8/25/17		納入場所		倉持　みゆき		塚本　智		8/25/17		役務		中小企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研出入管理設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		2,214,000		中央電子（株）　サービス部		0426255711		A0E31SC81206B		A17000233		A17000233		A16005579		複数年度契約		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		氏家　和輝		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端計測実験棟陽子ビーム実験室照明用リモコンスイッチ取替その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		128,520		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81206B		A17038433		A17038433						3/2/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/16/18		納入場所		城野　雅明		塚本　智		3/16/18		役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂ボンベ保管庫照明設備不点調査その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		227,880		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1106B		A17009382		A17009382						6/1/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		6/23/17		納入場所		倉持　みゆき		塚本　智		6/23/17		役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟動力盤(ＯＭ－ＣＰ－１－５)配線用遮断器他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		618,840		（株）東邦製作所		0428323511		A0E31BPC1206B		A17024583		A17024583						10/12/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		1/19/18		納入場所		倉持　みゆき		丸山　雅史		1/19/18		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟機械室インバータ盤（ＣＰ－２－３）整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		6,804,000		（株）東邦製作所		0428323511		A0E31BPC1206B		A17015446		A17015446						9/15/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		12/22/17		納入場所		廣瀬　欽一		丸山　雅史		12/22/17		役務		大企業

		P		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研筑波実験棟純水ポンプ(ＴＭ－ＰＷＰ－１－３)メカニカルシール他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		3,391,200		㈱荏原製作所　つくば営業所		0298253811		A0E31BPC1206B		A17017436		A17017436						9/7/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		2/28/18		納入場所		廣瀬　欽一		丸山　雅史		2/28/18		役務		大企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		6,876,576		日本エレベーター製造（株）		0338660265		A0E31SC81206B		A17000239		A17000239		A17000231		複数年度契約		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		期間進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		氏家　和輝		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟非常照明器具蓄電池他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		1,765,800		常伸電通システム（株）		0298242757		A0E31SC81206B		A17030125		A17030125						12/27/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		2/15/18				廣瀬　欽一		藤田　啓嗣		2/16/18		工事		中小企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波第1コンプレッサー棟電動シャッター整備業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		15,228		三和シャッター工業（株）つくばメンテサービスセンター		0298643606		A0E31SC81106B		A17011914		A17011914						6/27/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		8/17/17		納入場所		倉持　みゆき		佐倉　恭平		8/4/17		役務		大企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟放射線管理室等エアコン屋内機清掃作業		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-放射線安全管理業務整備・維持		0		0		55,080		高橋興業（株）		0298242211		A0D11PC01116B		A17022624		A17022624						9/28/17		放射光施設による実験研究		工事		随意契約		E		成果進行型		10/18/17				倉持　みゆき		佐波　俊哉		10/16/17		工事		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子入射器棟電気室送風機Vベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		277,560		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1206B		A17006405		A17006405						5/8/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		5/26/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		5/26/17		役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子入射器棟等Ｍ０機械室空調機Ｖベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		278,640		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1206B		A17022667		A17022667						10/5/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		10/25/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		10/25/17		役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光実験棟機械室純水精製装置（NM-PWU-1-1他）樹脂取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		918,000		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		A0E31BPC1206B		A17024983		A17024983						10/26/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		12/8/17		納入場所		倉持　みゆき		丸山　雅史		12/8/17		役務		非対象その他

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光実験棟等１階機械室空調機Ｖベルト交換その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		462,240		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81306B		A17039804		A17039804						3/5/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/16/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		3/16/18		役務		中小企業

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光実験棟等マグネット系統ストレーナー清掃その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		284,040		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1206B		A17014120		A17014120						7/4/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		7/28/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		7/28/17		役務		中小企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研日光実験棟未処理水ポンプ（ＮＭ－ＣＰ－１－１，２）軸受等交換		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		918,000		㈱荏原製作所　つくば営業所		0298253811		A0E31SC81306B		A17038350		A17038350						2/20/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/16/18		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		3/16/18		役務		大企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		1,736,640		日本オーチス・エレベータ（株）関東支店		0486430286		A0E31SC81206B		A17000240		A17000240		A17000471		複数年度契約		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		氏家　和輝		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研ＭＲ・Ｄ１０電源棟天井クレーン（２．５ｔ）電源ブレーカー取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		226,800		コネクレーンズ（株）		0334921896		A0E31SC81306B		A17037584		A17037584						2/16/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/15/18		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		3/15/18		役務		中小企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研放送設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		184,680		パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）　関越社		0486404580		A0E31SC81206B		A17011992		A17011992						6/28/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		11/30/17		納入場所		倉持　みゆき		氏家　和輝		11/30/17		役務		大企業		10/1/68

		-		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		972,000		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		A0E41SC51106B		A17000484								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		K		期間進行型		3/31/18				城野　雅明		福島　裕隆		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		16,038,000		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		A0E31SC81206B		A17000484								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		期間進行型		3/31/18				城野　雅明		福島　裕隆		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研無線設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		518,400		日本テクニカル・サービス（株）東関東支社		0432733600		A0E31SC81206B		A17012110		A17012110						6/27/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		8/25/17		納入場所		倉持　みゆき		氏家　和輝		8/31/17		役務		中小企業

		P		②		消耗品		高性能フィルター　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		191,160		古本機工（株）		0298515553		A0E31BPC12046		A17006671		A17006671						5/15/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		6/5/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		6/9/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		差動式スポット型感知器　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		226,800		藤井産業（株）つくば支店		0298415533		A0F01JCE22046		A17032693		A17032693						1/12/18		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		2/7/18		納入場所		城野　雅明		千田　謙太郎		2/16/18		物品		大企業

		P		②		消耗品		作業用踏み台　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		864,000		橋本機工金物（株）		0292821010		A0F01JCE23046		A17027315		A17027315						11/17/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		12/12/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		1/9/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		三極連動型高圧カットアウト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		979,236		日本高圧電気（株）		0562471251		A0E31BPC11046		A17022385		A17022385						10/10/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		11/10/17		納入場所		倉持　みゆき		塚本　智		11/24/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		指示変換器　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		238,140		北原商事（株）		0339207549		A0E31BPC12046		A17004464		A17004464						5/10/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		5/26/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		6/2/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		自動点滅器　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		901,260		首都圏電工(株)柏営業所		0298237371		A0E31BPC11046		A17000344		A17000344						4/13/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		5/11/17		納入場所		倉持　みゆき		塚本　智		6/2/17		物品		中小企業

		長 チョウ		②		消耗品		自動点滅器　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		615,600		首都圏電工(株)柏営業所		0298237371		A0E31SC812046		A17036369		A17036369						2/9/18		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		期間進行型		2/27/18		納入場所		城野　雅明		塚本　智		3/16/18		物品		中小企業

		長 チョウ		②		消耗品		室内フィルター　3個		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		13,251		北原商事（株）		0339207549		A0E31SC813046		A17010077		A17010077						6/13/17		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		期間進行型		7/5/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		7/7/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		室内機用フィルター　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		55,803		古本機工（株）		0298515553		A0E31BPC12046		A17029867		A17029867						1/5/18		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		1/19/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		2/16/18		物品		中小企業

		長 チョウ		②		消耗品		充電式草刈り機　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		121,429		北原商事（株）		0339207549		A0E31SC811046		A17040946		A17040946						3/12/18		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		期間進行型		3/26/18		納入場所		城野　雅明		松本　利男		3/29/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		除塩フィルタ		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		96,120		日進技研（株）		0338623437		A0F01JCE23046		A17014582		A17014582						7/20/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		8/30/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		9/15/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		除塩フィルタ　6台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		174,960		日進技研（株）		0338623437		A0F01JCE23046		A17016333		A17016333						7/31/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		9/19/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		10/31/17		役務		中小企業

		長 チョウ		②		消耗品		除湿器　2個		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		73,440		北原商事（株）		0339207549		A0E31SC823046		A17020416		A17020416						9/14/17		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		期間進行型		10/10/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		10/10/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		除湿器　6個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		220,320		北原商事（株）		0339207549		A0F01JCE23046		A17024607		A17024607						10/26/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		11/21/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		11/21/17		物品		中小企業

		長 チョウ		②		消耗品		蒸気シリンダー　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		60,480		北原商事（株）		0339207549		A0E31SC813046		A17006674		A17006674						5/15/17		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		期間進行型		6/16/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		6/30/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		水質センサー　1本		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		93,420		理工科学（株）		0292552338		A0F01JCE23046		A17013359		A17013359						7/10/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		9/1/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		9/26/17		物品		中小企業

		長 チョウ		②		消耗品		水処理剤　６個		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		27,864		古本機工（株）		0298515553		A0E31SC813046		A17041174		A17041174						3/16/18		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		期間進行型		3/22/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		3/23/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		水封式真空ポンプ　１台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		638,820		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		A0F01JCE23046		A17033556		A17033556						1/18/18		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		3/2/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		3/20/18		物品		大企業

		P		②		消耗品		水封式真空ポンプ　２台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		967,680		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		A0F01JCE23046		A17031482		A17031482						12/15/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		2/14/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		2/27/18		物品		大企業

		P		②		消耗品		制御弁式据置鉛蓄電池　10個		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		81,000		東神電池工業（株）		0293001313		A0E31BPC11046		A17013743		A17013743						7/19/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		8/3/17		納入場所		倉持　みゆき		氏家　和輝		8/18/17		役務		中小企業

		P		②		消耗品		節水形フラッシュバルブピストン部　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		220,374		古本機工（株）		0298515553		A0E31BPC12046		A17014789		A17014789						8/18/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		8/30/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		9/14/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		多用途補修パテプチ　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		21,276		北原商事（株）		0339207549		A0F01JCE23046		A17040157		A17040157						3/7/18		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		3/20/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		3/20/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		大和化成次亜塩素酸ソーダ　1式		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		77,760		家田化学薬品（株）筑波支店		0298526621		A0E31BPC12046		A17004470		A17004470						4/27/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		5/18/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		6/2/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		脱気モジュール　2本		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		947,160		（株）環境テクノス　（和歌山県）		0734736644		A0F01JCE23046		A17001878		A17001878						4/19/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		5/30/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		6/30/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		脱気モジュール　２本		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		947,160		（株）環境テクノス　（和歌山県）		0734736644		A0F01JCE23046		A17033439		A17033439						1/17/18		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		3/5/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		3/20/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		脱気膜　2本		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		946,080		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		A0F01JCE23046		A17029894		A17029894						12/8/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		1/22/18		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		1/30/18		物品		非対象その他

		-		②		建物及び附帯設備保守費		筑波大学・高エネ研・茨城大学・筑波技術大学・防災科研昇降機設備保全業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		468,720		ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)		0362621630		A0E41SC51106B		A17000381								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		K		期間進行型		3/31/18				城野　雅明		福島　裕隆		3/31/18		役務		大企業		10/3/94

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		筑波大学・高エネ研・茨城大学・筑波技術大学・防災科研昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		561,600		ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)		0362621630		A0E31SC81206B		A17000381								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		期間進行型		3/31/18				城野　雅明		福島　裕隆		3/31/18		役務		大企業		10/3/94

		P		②		消耗品		窒素ガス　２本		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		6,480		(株)巴商会 東海営業所		0292820275		A0F01JCE23046		A17036031		A17036031						2/5/18		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		2/14/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		2/27/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		窒素ガス　5本		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		16,200		(株)巴商会 東海営業所		0292820275		A0F01JCE23046		A17025663		A17025663						11/6/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		11/21/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		11/28/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		中空糸膜モジュール　2個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		777,600		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		A0F01JCE23046		A17028368		A17028368						11/30/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		12/27/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		1/16/18		物品		大企業

		P		②		消耗品		電源装置SG-243用バッテリー　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		496,109		藤井産業（株）つくば支店		0298415533		A0E31BPC11046		A17015748		A17015748						8/3/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		11/30/17		納入場所		倉持　みゆき		氏家　和輝		11/30/17		物品		大企業

		P		②		消耗品		電導度調節計用電極		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		56,160		橋本機工金物（株）		0292821010		A0F01JCE23046		A17014553		A17014553						7/21/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		8/29/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		9/19/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		電話機　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		789,858		首都圏電工(株)柏営業所		0298237371		A0E31BPC11046		A17018420		A17018420						10/3/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		11/9/17		納入場所		倉持　みゆき		塚本　智		11/13/17		物品		中小企業

		長 チョウ		②		消耗品		無停電電源装置　１台		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		23,760		東神電池工業（株）		0293001313		A0E31SC812046		A17040102		A17040102						3/8/18		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		期間進行型		3/23/18		納入場所		城野　雅明		氏家　和輝		3/23/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		無停電電源装置用交換バッテリー　２組		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		129,600		東神電池工業（株）		0293001313		A0E31BPC11046		A17018245		A17018245						9/4/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		9/15/17		納入場所		倉持　みゆき		塚本　智		10/20/17		役務		中小企業

		P		②		消耗品		薬液　30箱		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		884,520		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		A0F01JCE23046		A17015457		A17015457						8/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		8/29/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		8/29/17		物品		大企業

		P		②		消耗品		薬液　600kg		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		686,880		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		A0F01JCE23046		A17025769		A17025769						11/6/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		12/12/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		12/12/17		物品		非対象その他

		P		②		消耗品		薬液　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		482,760		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		A0F01JCE23046		A17015483		A17015483						7/31/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		8/29/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		8/29/17		物品		非対象その他

		P		②		消耗品		薬注ポンプ　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		103,680		栗田工業（株）土浦営業所		0292320351		A0F01JCE23046		A17015674		A17015674						8/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		9/1/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		9/26/17		物品		大企業

		P		②		消耗品		薬注ポンプ　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		103,680		栗田工業（株）土浦営業所		0292320351		A0F01JCE23046		A17031387		A17031387						12/22/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		2/2/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		2/13/18		物品		大企業

		P		②		消耗品		有孔ゴムマット　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		69,660		理工科学（株）		0292552338		A0F01JCE23046		A17011392		A17011392						6/19/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		7/11/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		8/1/17		物品		中小企業

		P		②		消耗品		冷却水処理剤　408kg		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		881,280		栗田工業（株）土浦営業所		0292320351		A0E31BPC12046		A17012338		A17012338						6/30/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		7/21/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		7/21/17		物品		大企業

		P		②		消耗品		冷却水処理剤　55箱		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		831,600		理工科学（株）		0292552338		A0F01JCE23046		A17029898		A17029898						12/8/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		12/27/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		1/30/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		冷却水用水処理剤　400kg		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		864,000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		0432435011		A0E31BPC12046		A17015761		A17015761						7/31/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		8/31/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		9/8/17		物品		大企業

		P		②		消耗品		冷却水用水処理剤　４００ｋｇ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		864,000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		0432435011		A0E31BPC12046		A17034634		A17034634						1/19/18		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		2/9/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		2/26/18		物品		大企業

		P		②		消耗品		冷却塔水処理剤　400Kg		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		864,000		荏原冷熱システム（株）千葉営業所		0432435011		A0E31BPC12046		A17023618		A17023618						10/12/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		11/29/17		納入場所		倉持　みゆき		丸山　雅史		11/30/17		物品		大企業

		P		②		消耗品		冷却塔水処理剤　５箱		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		94,500		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		A0F01JCE23046		A17036967		A17036967						2/13/18		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		3/19/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		3/20/18		物品		大企業

		P		②		消耗品		冷却塔用水処理剤　360Kg		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		855,360		三綱（株）		0332532534		A0E31BPC12046		A17023080		A17023080						10/12/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		10/30/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		11/2/17		役務		中小企業

		P		②		消耗品		冷却塔用水処理剤　360Kg		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		855,360		三綱（株）		0332532534		A0E31BPC12046		A17033691		A17033691						1/18/18		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		1/26/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		2/2/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		冷却塔用水処理剤　408Kg		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		881,280		栗田工業（株）土浦営業所		0292320351		A0E31BPC12046		A17026170		A17026170						11/13/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		12/8/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		12/13/17		物品		大企業

		P		②		消耗品		冷却塔用水処理剤　640Kg		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		891,648		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		A0E31BPC12046		A17024469		A17024469						10/16/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		11/8/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		12/7/17		物品		非対象その他

		P		②		消耗品		冷却用水処理剤　400Kg		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		864,000		パナソニック産機システムズ(株)　首都圏支店		0336845341		A0E31BPC12046		A17019409		A17019409						10/17/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		11/1/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		11/10/17		物品		大企業

		P		②		消耗品		連結できる有孔ゴムマット　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		156,600		理工科学（株）		0292552338		A0F01JCE23046		A17036962		A17036962						2/6/18		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		3/6/18		納入場所		城野　雅明		小川　一弘		3/20/18		物品		中小企業

		P		②		消耗品		漏電ブレーカー　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		202,230		古本機工（株）		0298515553		A0E31BPC12046		A17004069		A17004069						5/10/17		プロジェクト対象		供給		随意契約		D		成果進行型		5/31/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		6/2/17		物品		中小企業

				②点検保守費合計（一般） テンケン ホシュ ヒ ゴウケイ												174,610,313

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲトンネル５０Ｇｅｖ遅い取出部クレーン（２．８ｔ）点検		運交金-J-PARC-MR運転(J)-共通		0		0		19,980		（株）アトックス		0355407953		A0F01JCC1106B		A17006719		A17006719						4/27/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		5/16/17		納入場所		倉持　みゆき		岡田　雅之		5/16/17		役務		中小企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟空冷チラー（ＲＲ－Ｍ１－１－２）Ｎｏ．２冷却ファン取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		76,680		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		A0F01JCE2306B		A17020632		A17020632						9/7/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/3/17		納入場所		倉持　みゆき		小川　一弘		10/3/17		役務		大企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟等空冷チラー（ＲＲ-Ｍ１-１-３）Ｎｏ．２他圧縮機他取替		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		5,616,000		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		I1F01JCE2306B		A17008455		A17008455						7/12/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		12/27/17		納入場所		廣瀬　欽一		髙巣　友和		12/26/17		役務		大企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノトンネルクレーン（Ｎｏ．３，４）点検		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・一次ライン		0		0		114,480		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		I1F01JCAc116B		A17035852		A17035852						1/29/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/12/18				城野　雅明		藤井　芳昭		3/12/18		役務		中小企業

		長 チョウ		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)サブ変電設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		495,720		（株）エネサーブ茨城		0298210191		A0E31SC82206B		A17010054								6/7/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		期間進行型		9/27/17				廣瀬　欽一		千田　謙太郎		9/29/17		役務		中小企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)サブ変電設備点検整備		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		5,012,280		（株）エネサーブ茨城		0298210191		I1F01JCE2206B		A17010054								6/7/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		9/27/17				廣瀬　欽一		千田　謙太郎		9/29/17		役務		中小企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研(東海)特別高圧受変電設備(50GeV変電所)点検整備		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		7,452,000		東芝電機サービス(株)		0353225051		I1F01JCE2206B		A17005775		A17005775						6/7/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		9/25/17		納入場所		廣瀬　欽一		千田　謙太郎		9/22/17		役務		中小企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		7,479,000		コネクレーンズ（株）		0334921896		A0E31BPC1206B		A17000255		A17000255		A16001330		複数年度契約		4/3/17		プロジェクト対象		その他		一般競争契約		D		成果進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		品川　尚也		3/31/18		役務		中小企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ光源棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		6,750,000		三菱電機FA産業機器（株）		0432151626		A0E31BPC1206B		A17000243		A17000243						4/3/17		プロジェクト対象		その他		一般競争契約		D		成果進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		品川　尚也		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		②特 トク		他委託		高エネ研ＰＦ特高変電所高圧配電設備地絡事故調査他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		658,800		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		A0E31SC812078		A17040510		A17040510						3/9/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/23/18		納入場所		城野　雅明		塚本　智		3/23/18		役務		大企業

		長 チョウ		②特 トク		他委託		高エネ研ＰＳ特高変電所特別高圧受変電設備地絡事故点調査		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		259,200		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		A0E31BPC11078		A17021323		A17021323						9/25/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		10/12/17		納入場所		倉持　みゆき		塚本　智		10/13/17		役務		大企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研スクリュー冷凍機ＯＭ－Ｒ－４、ＴＭ－Ｒ－４保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,268,000		（株）神戸製鋼所機械事業部門圧縮機事業部冷熱・エネルギー部		0357396773		A0E31BPC1206B		A17000289		A17000289		A16005811		複数年度契約		4/3/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		品川　尚也		3/31/18		役務		大企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研受変電設備定期点検整備に伴う現場確認等		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		428,760		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1106B		A17013053		A17013053						7/6/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		8/18/17		納入場所		倉持　みゆき		塚本　智		8/10/17		役務		中小企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端加速器試験棟チラ―屋外機清掃		運交金-加六-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		32,400		高橋興業（株）		0298242211		A0C26LCl1106B		A17018384		A17018384						8/9/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		9/15/17				倉持　みゆき		内藤　孝		9/15/17		工事		中小企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研サブ変電所等点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		54,702,000		（財）関東電気保安協会茨城事業本部		0298218929		A0E31BPC1106B		A17004324		A17004324						6/7/17		プロジェクト対象		その他		一般競争契約		D		成果進行型		10/26/17		納入場所		廣瀬　欽一		塚本　智		10/27/17		役務		非対象その他

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟等スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		7,560,000		日本熱源システム（株）		0353662761		A0E31BPC1206B		A17000286		A17000286		A16002794		複数年度契約		4/3/17		プロジェクト対象		その他		一般競争契約		D		成果進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		品川　尚也		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研大穂実験棟機械室スクリュー冷凍機（ＯＭ－Ｒ－２）測温抵抗体取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		180,360		日本熱源システム（株）		0353662761		A0E31SC81306B		A17036372		A17036372						2/6/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/2/18		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		3/5/18		役務		中小企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		5,292,000		住友重機械搬送システム(株）		0354218443		A0E31BPC1206B		A17000269		A17000269		A16001324		複数年度契約		4/3/17		プロジェクト対象		その他		一般競争契約		D		成果進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		品川　尚也		3/31/18		役務		大企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		4,542,480		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1206B		A17000246		A17000246						4/3/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		品川　尚也		3/31/18		役務		中小企業

		P		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費 シュウゼン		高エネ研筑波実験棟等スクリュー冷凍機（TM-R-1）膨張弁グランドパッキン取替その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		777,600		日本熱源システム（株）		0353662761		A0E31BPC1206B		A17023565		A17023565						10/17/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		12/13/17		納入場所		倉持　みゆき		清岡　翔吾		12/15/17		役務		中小企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子入射器棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		15,638,400		（株）神内電機製作所		0335850255		A0E31BPC1206B		A17000206		A17000206						4/3/17		プロジェクト対象		その他		一般競争契約		D		成果進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		品川　尚也		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電動遮蔽扉等点検整備業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		864,000		（株）イトーキ　		0332066151		A0E31SC81106B		A17009396		A17009396						5/29/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		9/6/17		納入場所		倉持　みゆき		佐倉　恭平		9/27/17		役務		大企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備(大穂変電所)点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		5,076,000		三菱電機プラントエンジニアリング（株）		0338648725		A0E31BPC1106B		A17004327		A17004327						6/7/17		プロジェクト対象		その他		一般競争契約		D		成果進行型		9/28/17		納入場所		廣瀬　欽一		塚本　智		10/13/17		役務		大企業

		長 チョウ		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備(中央変電所等)点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		27,648,000		東芝電機サービス(株)		0353225051		A0E31BPC1106B		A17004326		A17004326						6/7/17		プロジェクト対象		その他		一般競争契約		D		成果進行型		10/20/17		納入場所		廣瀬　欽一		塚本　智		10/20/17		役務		中小企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備(日光変電所)点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		8,316,000		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		0292249565		A0E31BPC1106B		A17004328		A17004328						6/7/17		プロジェクト対象		その他		一般競争契約		D		成果進行型		10/6/17		納入場所		廣瀬　欽一		塚本　智		10/6/17		役務		大企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光実験棟クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,106,000		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		A0E31BPC1206B		A17000245		A17000245						4/3/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		品川　尚也		3/31/18		役務		中小企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士機械棟等スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		9,801,000		（株）前川製作所		0297481592		A0E31BPC1206B		A17000283		A17000283		A16002747		複数年度契約		4/3/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		品川　尚也		3/31/18		役務		大企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟等クレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		6,215,400		(株)日立プラントメカニクス東日本統括営業部		0359561301-2		A0E31BPC1206B		A17000261		A17000261		A16001321		複数年度契約		4/3/17		プロジェクト対象		その他		一般競争契約		D		成果進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		品川　尚也		3/31/18		役務		大企業

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研北カウンターホールクレーン保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,106,000		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		A0E31BPC1206B		A17000248		A17000248		A16005810		複数年度契約		4/3/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		3/31/18		納入場所		城野　雅明		品川　尚也		3/31/18		役務		中小企業

				②点検保守費合計（特殊） テンケン ホシュ ヒ ゴウケイ トクシュ												187,488,540

		P		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		3,912,000		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		A0F01JCE2106B		A17002911								4/3/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		一般競争契約		D		成果進行型		3/31/18				城野　雅明		鈴木　久		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		4,297,200		高橋興業（株）		0298242211		A0E31SC81106B		A17000956								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		期間進行型		3/31/18				城野　雅明		今村　誠一		3/31/18		役務		中小企業

				③運転監視費合計（一般） ウンテン カンシ ヒ ゴウケイ イッパン												8,209,200

		P		③特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		125,400,000		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		I1F01JCE2306B		A17002911								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/31/18				城野　雅明		鈴木　久		3/31/18		役務		中小企業

		P		③特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		58,608,000		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		I1F01JCE2206B		A17002911								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/31/18				城野　雅明		鈴木　久		3/31/18		役務		中小企業

		P		③特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		143,115,600		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1206B		A17000956								4/3/17		プロジェクト対象		その他		一般競争契約		D		成果進行型		3/31/18				城野　雅明		今村　誠一		3/31/18		役務		中小企業

		P		③特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		79,128,000		高橋興業（株）		0298242211		A0E31BPC1106B		A17000956								4/3/17		プロジェクト対象		その他		一般競争契約		D		成果進行型		3/31/18				城野　雅明		今村　誠一		3/31/18		役務		中小企業

				③運転監視費合計（特殊） ウンテン カンシ ヒ ゴウケイ トクシュ												406,251,600

		P		④		環境整備		KEK廃薬品処理処分　一式		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		0		0		58,320		常陸環境開発（株）		0292746933		A0F01JCD21174		A17029788		A17029788						12/13/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		E		成果進行型		3/15/18		納入場所		水谷　啓子		菅原　正克		3/23/18		役務		中小企業

		P		④		環境整備		ベリリウム含有製品の廃棄処理　一式		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		1,095,120		日本産業廃棄物処理（株）		0298437050		A1B10SC011074		A17035675		A17035675						2/16/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/13/18		納入場所		平田　彬		足立　伸一		3/30/18		役務		中小企業

		長 チョウ		④		環境整備		機密文書溶解処理　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		35,856		栗原紙材㈱　牛久事業所		0298732554		A0E41SC012274		A17025263				A17021159		出来高払い		10/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		10/13/17				藤原　孝文		藤原　孝文		12/28/17		役務		大企業		3/1/38

		P		④		環境整備		高エネ研廃蛍光管等収集運搬処分		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		865,382		野村興産（株）		032313251		A0E31BPC11074		A17011705		A17011705						7/28/17		プロジェクト対象		その他		随意契約		D		成果進行型		1/26/18		納入場所		城野　雅明		伊藤　博		1/26/18		役務		中小企業

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-MR運転(J)-ＲＦ		0		0		114,048		常陸環境開発（株）		0292746933		A0F01JCC11374		A17029042		A17029042						12/7/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		2/9/18		納入場所		水谷　啓子		長谷川　豪志		2/28/18		役務		中小企業

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		0		0		126,360		常陸環境開発（株）		0292746933		A0F01JCC11874		A17038819		A17038819						1/12/18		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/13/18		納入場所		水谷　啓子		大越　隆夫		3/16/18		役務		中小企業

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-中性子実験(J)-共通		0		0		92,664		常陸環境開発（株）		0292746933		A0F01JCB21374		A17014221		A17014221						7/20/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		9/21/17		納入場所		鈴木　健太		鳥居　周輝		9/29/17		役務		中小企業

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理		0		0		237,600		常陸環境開発（株）		0292746933		A0F01JCD11274		A17008062		A17008062						5/23/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		E		成果進行型		7/10/17		納入場所		古谷　崇志		長畔　誠司		10/31/17		役務		中小企業

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理		0		0		140,400		常陸環境開発（株）		0292746933		A0F01JCD11274		A17029469		A17029469						12/12/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		E		成果進行型		2/9/18		納入場所		水谷　啓子		長畔　誠司		3/16/18		役務		中小企業

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		125,280		常陸環境開発（株）		0292746933		I1F01JCAa1174		A17004686		A17004686						4/28/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		7/25/17		納入場所		戸塚　賢次郎		加藤　洋二		7/28/17		役務		中小企業

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		21,600		常陸環境開発（株）		0292746933		I1F01JCAa1174		A17032964		A17032964						1/16/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/22/18		納入場所		鈴木　健太		加藤　洋二		3/16/18		役務		中小企業

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		21,600		常陸環境開発（株）		0292746933		I1F01JCAa1174		A17034310		A17034310						1/25/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/7/18		納入場所		鈴木　健太		加藤　洋二		3/30/18		役務		中小企業

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		1,603,238		（株）やまたけ　土浦営業所		0298280721		A0E41SC012274		A17021207		A17021207		A17011896		出来高払い		6/20/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		9/4/17		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		769,684		（株）やまたけ　土浦営業所		0298280721		A0E41SC012274		A17034625				A17011896		出来高払い		6/20/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		1/4/18				藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		398,488		（株）やまたけ　土浦営業所		0298280721		A0E41SC012274		A17011892		A17011892		A17011896		出来高払い		6/20/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		3/2/18		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/30/18		役務		中小企業

		P		④		環境整備		産業廃棄物処理　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		258,984		（株）日の丸商事		0298671106		A0F01JCAa1174		A17022472		A17022472						10/3/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		11/24/17		納入場所		鈴木　健太		加藤　洋二		11/30/17		役務		中小企業

		長 チョウ		④		環境整備		廃棄物処分　一式		運交金-放射セ-環境安全(一般)-環境管理		0		0		646,596		アサヒプリテック（株）北関東営業所		0480334393		A0D11SC111174		A17040144		A17040144						3/8/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		E		期間進行型		3/26/18		納入場所		鴨志田　亮		平　雅文		3/30/18		役務		中小企業

		P		④		環境整備		廃酸（電解研磨廃液）処分　一式		運交金-日米-早野・物件費・国内-先端加速器・STF基盤		0		0		434,160		ミヤマ（株）		0262854166		A0E11NC091374		A17008309		A17008309						5/25/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		6/28/17		納入場所		佐藤　正和		宍戸　壽郎		7/31/17		役務		大企業

		P		④		環境整備		廃酸処分費　一式		運交金-日米-早野・物件費・国内-先端加速器・STF基盤		0		0		302,400		ミヤマ（株）		0262854166		A0E11NC091374		A17015524		A17015524						8/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		8/22/17		納入場所		飯村　道子		宍戸　壽郎		9/15/17		役務		大企業

		P		④		環境整備		廃油処理　一式		運交金-加五-リニアック(B)-マイクロ波1		0		0		23,760		(株)宇田川コーポレーション		0298211972		A0C25BC021074		A17015124		A17015124						7/18/17		Bファクトリーによる実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		7/18/17		納入場所		渡部　千早紀		中尾　克已		8/4/17		役務		中小企業

		P		④		環境整備		廃油処理　一式		運交金-加五-リニアック(B)-入射部1		0		0		39,420		(株)宇田川コーポレーション		0298211972		A0C25BC021374		A17005102		A17005102						5/1/17		Bファクトリーによる実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		5/29/17		納入場所		渡部　千早紀		佐藤　大輔		5/31/17		役務		中小企業

		P		④		環境整備		平成29年度下期KEK廃薬品・廃油の処理処分　一式		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		0		0		281,923		常陸環境開発（株）		0292746933		A0F01JCD21174		A17027458		A17027458						11/30/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		E		成果進行型		3/6/18		納入場所		水谷　啓子		菅原　正克		3/23/18		役務		中小企業

		P		④		環境整備		平成29年度上期KEK廃薬品・廃油の処理処分作業　一式		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		0		0		350,652		常陸環境開発（株）		0292746933		A0F01JCD21174		A17012523		A17012523						7/3/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		E		成果進行型		10/5/17		納入場所		水谷　啓子		菅原　正克		10/31/17		役務		中小企業

		長 チョウ		④		環境整備		冷却水処分　一式		運交金-放射セ-環境安全(一般)-環境管理		0		0		402,624		アサヒプリテック（株）北関東営業所		0480334393		A0D11SC111174		A17039181		A17039181						3/8/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		E		期間進行型		3/26/18		納入場所		鴨志田　亮		平　雅文		3/30/18		役務		中小企業

		長 チョウ		④		環境整備		冷蔵庫廃棄料　一式		運交金-共通施設長-共通経費(一般)-放射線科学センター		0		0		6,264		北原商事（株）		0339207549		A0D01SC011174		A17042331		A17042331						3/26/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		C		期間進行型		3/30/18		納入場所		鴨志田　亮		波戸　芳仁		3/30/18		役務		中小企業

				④廃棄物処分費合計（一般） ハイキブツ ショブン ヒ ゴウケイ イッパン												8,452,423

		P		④特 トク		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-MR運転(J)-共通		0		0		1,020,492		（社）日本アイソトープ協会		0353958021		A0F01JCC11074		A17025262								9/22/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約（第一号）		D		成果進行型		10/13/17				水谷　啓子		萩原　雅之		10/31/17		役務		その他

		P		④特 トク		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		2,414,124		（社）日本アイソトープ協会		0353958021		A0F01JCAa1174		A17025262								9/22/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約（第一号）		D		成果進行型		10/13/17				水谷　啓子		萩原　雅之		10/31/17		役務		その他

		P		④特 トク		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		1,344,168		（社）日本アイソトープ協会		0353958021		A0F01JCAa1174		A17041680								1/10/18		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約（第一号）		D		成果進行型		3/23/18				水谷　啓子		萩原　雅之		3/15/18		役務		その他

		P		④特 トク		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・一次ライン		0		0		165,564		（社）日本アイソトープ協会		0353958021		I1F01JCAc1174		A17041680								1/10/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約（第一号）		D		進行基準対象外		3/23/18				水谷　啓子		萩原　雅之		3/15/18		役務		その他

		P		④特 トク		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		先端研究推進費-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		0		0		145,800		（社）日本アイソトープ協会		0353958021		I1F01JCD11274		A17012401		A17012401						7/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		7/20/17		納入場所		古谷　崇志		萩原　雅之		7/20/17		役務		その他

		P		④特 トク		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		先端研究推進費-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		0		0		1,823,580		（社）日本アイソトープ協会		0353958021		I1F01JCD11274		A17025262								9/22/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約（第一号）		D		進行基準対象外		10/13/17				水谷　啓子		萩原　雅之		10/31/17		役務		その他

		P		④特 トク		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		先端研究推進費-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		0		0		1,112,184		（社）日本アイソトープ協会		0353958021		I1F01JCD11274		A17041680								1/10/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約（第一号）		D		進行基準対象外		3/23/18				水谷　啓子		萩原　雅之		3/15/18		役務		その他

		長 チョウ		④特 トク		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理　一式		収見合-機構共通-高濃度PCB処理関連経費-事業費[特別]		0		0		962,388		JX金属苫小牧ケミカル(株)		0144560231		A1E51SCT60174		A17041482		A17041482		A17042303		出来高払い		3/8/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		藤原　孝文		佐藤　武尊		3/30/18		役務		中小企業		4/21/71

		長 チョウ		④特 トク		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB保管場所整備費[特別]-事業費		0		0		1,645,600		中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道PCB処理事業所		0143237007		A0E51SCT41074		A17009516		A17009516						6/2/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約（第一号）		D		期間進行型		11/29/17		納入場所		藤原　孝文		佐藤　武尊		3/30/18		役務		大企業

		長 チョウ		④特 トク		他委託		高エネ研ＰＳ主リング搬出口アスベスト含有ダクトフランジ処理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		194,400		（株）日の丸商事		0298671106		A0E31SC813078		A17011526		A17011526						6/20/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		7/7/17		納入場所		倉持　みゆき		見持　歩樹		7/7/17		役務		中小企業

		長 チョウ		④特 トク		環境整備		実験系廃棄物収集運搬処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-環境管理		0		0		642,968		松田産業㈱		0293090085		A0D11PC021274		A17029990		A17029990						10/2/17		放射光施設による実験研究		その他		随意契約		E		成果進行型		12/8/17		納入場所		鴨志田　亮		平　雅文		12/28/17		役務		大企業

		長 チョウ		④特 トク		環境整備		実験系廃棄物収集運搬処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-環境管理		0		0		395,280		松田産業㈱		0293090085		A0D11PC021274		A17037759		A17037759						2/20/18		放射光施設による実験研究		その他		随意契約		E		成果進行型		3/26/18		納入場所		鴨志田　亮		平　雅文		3/30/18		役務		大企業

		P		④特 トク		環境整備		小型チラー、フロン回収破壊処理／機器廃棄　一式		運交金-加三・四-B運転(B)-RFシステム		0		0		270,000		都機工（株）つくば支店		0298370385		A0C28BC011274		A17007511		A17007511						5/19/17		Bファクトリーによる実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		6/29/17		納入場所		長峯　真聡		吉田　正人		6/30/17		役務		中小企業

		P		④特 トク		環境整備		放射性（液体）廃棄物の引渡し作業費　一式		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・二次ライン		0		0		835,776		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCAc1474		A17001091		A17001091						4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/29/18		納入場所		鈴木　健太		大山　雄一		3/30/18		役務		非対象その他

				④廃棄物処分費合計（特殊） ハイキブツ ショブン ヒ ゴウケイ トクシュ												12,972,324

		-		⑤		環境整備		みの内住宅草刈作業　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		475,200		アースプロテクト東日本(株)		0292127687		A1E51SC212074		A17027817		A17027817						5/15/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/5/17		納入場所		安西　妙子		塙　正広		12/15/17		役務		中小企業		9/29/08

		-		⑤		環境整備		高エネ研（吾妻）２丁目職員宿舎801棟・802棟等支障樹木伐採その他業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		874,800		茨城県県南造園土木協業組合		0298223771		A0E41SC511074		A17012821		A17012821						8/18/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		9/22/17		納入場所		倉持　みゆき		杉尾　和彦		9/22/17		役務		非対象その他		1/26/71

		-		⑤		環境整備		高エネ研（吾妻）職員宿舎802棟周辺樹木伐採業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		140,400		茨城県県南造園土木協業組合		0298223771		A0E41SC511074		A17008788		A17008788						6/9/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		6/21/17		納入場所		倉持　みゆき		杉尾　和彦		6/30/17		役務		非対象その他		1/26/71

		-		⑤		環境整備		高エネ研（竹園）職員宿舎706棟等周辺支障木剪定業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		302,400		茨城県県南造園土木協業組合		0298223771		A0E41SC511074		A17014626		A17014626						8/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		8/28/17		納入場所		倉持　みゆき		杉尾　和彦		8/25/17		役務		非対象その他		1/26/71

		-		⑤		環境整備		高エネ研（竹園）職員宿舎集合住宅周辺草刈その他業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		918,000		茨城県県南造園土木協業組合		0298223771		A0E41SC511074		A17012819		A17012819						7/6/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		7/31/17		納入場所		倉持　みゆき		杉尾　和彦		7/21/17		役務		非対象その他		1/26/71

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）1号館周辺植物維持管理業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		756,000		不二造園土木（株）		0298215438		A0E31SC821074		A17006295		A17006295						5/2/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		8/4/17		納入場所		倉持　みゆき		府川　薫		8/4/17		役務		中小企業

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）1号館周辺落葉清掃業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		280,800		不二造園土木（株）		0298215438		A0E31SC821074		A17029097		A17029097						12/7/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		2/8/18		納入場所		倉持　みゆき		府川　薫		2/15/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）1号館東側道路境界枯損木伐採業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		961,200		東康建設工業（株）		0292822626		A0E31SC821074		A17021141		A17021141						9/28/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		11/22/17		納入場所		倉持　みゆき		髙橋　誠		12/22/17		役務		中小企業

		P		⑤		環境整備		高エネ研（東海）J-PARC構内植物維持管理業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		1,458,000		(株)夏海造園		0292672284		A0F01JCE21074		A17006397		A17006397						5/25/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		9/1/17		納入場所		廣瀬　欽一		府川　薫		9/4/17		役務		中小企業		3/20/56

		P		⑤		環境整備		高エネ研(東海)スイッチヤ－ド盛土上倒木撤去業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		129,600		不二造園土木（株）		0298215438		A0F01JCE21074		A17025534		A17025534						11/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		11/30/17				倉持　みゆき		相沢　栄次郎		11/30/17		工事		中小企業

		P		⑤		環境整備		高エネ研（東海）ハドロンＧＰＳ観測口アクセス通路確保		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		410,400		不二造園土木（株）		0298215438		A0F01JCAa1074		A17023213		A17023213						10/6/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		10/25/17				倉持　みゆき		髙橋　仁		10/31/17		工事		中小企業

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研ＫＥＫＢ展示室周辺フジ等剪定業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		194,400		茨城県県南造園土木協業組合		0298223771		A0E31SC811074		A17005073		A17005073						5/8/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		5/29/17		納入場所		倉持　みゆき		髙橋　誠		6/9/17		役務		非対象その他		1/26/71

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研カヤ生息維持管理設定地草刈その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		972,000		茨城県県南造園土木協業組合		0298223771		A0E31SC811074		A17035428		A17035428						1/31/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/12/18		納入場所		城野　雅明		松本　利男		3/5/18		役務		非対象その他		1/26/71

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研計算機北棟等樹木抜根その他業務		運交金-管理局-共通経費(一般)-交通安全[共通]		0		0		149,040		不二造園土木（株）		0298215438		A0E41SC012374		A17037106								2/13/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		3/14/18				城野　雅明		松本　利男		3/14/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研計算機北棟等樹木抜根その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		369,360		不二造園土木（株）		0298215438		A0E31SC811074		A17037106								2/13/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/14/18				城野　雅明		松本　利男		3/14/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研研究本館東側等竹撤去・剪定業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		81,000		不二造園土木（株）		0298215438		A0E31SC811074		A17007744		A17007744						5/25/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		6/16/17		納入場所		倉持　みゆき		松本　利男		6/23/17		役務		中小企業

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内タンクヤード周辺除草剤散布業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		95,040		不二造園土木（株）		0298215438		A0E31SC811074		A17013963		A17013963						7/18/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		8/17/17		納入場所		倉持　みゆき		松本　利男		8/10/17		役務		中小企業

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内高木枯れ枝撤去業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		145,800		不二造園土木（株）		0298215438		A0E31SC811074		A17021800		A17021800						9/25/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		10/27/17		納入場所		倉持　みゆき		松本　利男		10/23/17		役務		中小企業

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		28,944,000		不二造園土木（株）		0298215438		A0E31SC811074		A17001329		A17001329						4/17/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		期間進行型		3/15/18		納入場所		廣瀬　欽一		髙橋　誠		3/15/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内道路支障樹木剪定その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		280,800		不二造園土木（株）		0298215438		A0E31SC811074		A17017839		A17017839						8/28/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		9/22/17		納入場所		倉持　みゆき		松本　利男		9/22/17		役務		中小企業

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内落葉清掃その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		293,760		不二造園土木（株）		0298215438		A0E31SC811074		A17025181		A17025181						11/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		11/21/17		納入場所		倉持　みゆき		松本　利男		11/17/17		役務		中小企業

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内落葉清掃業務（その2）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		189,000		不二造園土木（株）		0298215438		A0E31SC811074		A17029563		A17029563						12/11/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		12/22/17		納入場所		倉持　みゆき		松本　利男		1/12/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研東側敷地境界越境既存樹木伐採その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		2,419,200		不二造園土木（株）		0298215438		A0E31SC811074		A17032477		A17032477						1/17/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		2/28/18		納入場所		廣瀬　欽一		松本　利男		2/28/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研南側樹木伐採置場整備業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		918,000		（株）日の丸商事		0298671106		A0E31SC811074		A17003973		A17003973						4/21/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		5/31/17		納入場所		倉持　みゆき		松本　利男		5/31/17		役務		中小企業

		P		⑤		環境整備		高エネ研北カウンターホール北側草刈業務		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-北CH管理区域縮小		0		0		155,520		不二造園土木（株）		0298215438		A0E51SCT74074		A17021593		A17021593						9/26/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		10/31/17				倉持　みゆき		田中　伸晃		10/31/17		工事		中小企業

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研陽子シンクロトン施設遮蔽扉周辺除草業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		97,200		不二造園土木（株）		0298215438		A0E31SC811074		A17020465		A17020465						9/15/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		10/13/17		納入場所		倉持　みゆき		松本　利男		10/20/17		役務		中小企業

				⑤緑地管理費合計 リョクチ カンリヒ ゴウケイ												42,010,920

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館等外灯灯具取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		264,600		西山電気（株）		0334440101		A0F01JCE2206F		A17027017								11/14/17		大強度陽子加速器による実験研究		工事		随意契約		D		成果進行型		12/22/17				倉持　みゆき		千田　謙太郎		12/15/17		工事		中小企業

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館等外灯灯具取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		405,000		西山電気（株）		0334440101		A0E31SC82206F		A17027017								11/14/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		12/22/17				倉持　みゆき		千田　謙太郎		12/15/17		工事		中小企業

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギーセンター北東側道路横断側溝グレーチング補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		54,000		（株）ミヤモト開発		0298738220		A0E31SC81106F		A17032877		A17032877						1/9/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		2/8/18				城野　雅明		赤池　健		2/28/18		工事		中小企業

		P		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ地区外灯設備補修塗装工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		777,600		美野里塗防工業（株）		0299470084		A0E31BPC1106F		A17028454		A17028454						12/5/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		1/16/18				倉持　みゆき		塚本　智		1/26/18		工事		中小企業

		P		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ地区外灯灯具取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		1,382,400		メイデン（株）		0297622509		A0E31BPC1106F		A17023540		A17023540						10/30/17		プロジェクト対象		工事		随意契約		D		成果進行型		1/26/18				廣瀬　欽一		伊藤　博		1/26/18		工事		中小企業

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区等構内外灯改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		885,600		（株）須藤電気商会		0298211329		A0E31SC81206F		A17036183		A17036183						2/6/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		2/23/18				城野　雅明		塚本　智		2/23/18		工事		中小企業

		P		⑥		環境整備		高エネ研QCSコンプレッサー棟東側舗装工事		運交金-加三・四-KEKBリング(一般)-QCS舗装		0		0		1,479,600		(株)朝日工務店		0291333111		A0C28SC011074		A17032654		A17032654						2/2/18		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		3/19/18				廣瀬　欽一		山岡　広		3/15/18		工事		中小企業		4/1/56

		P		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ブースター電源棟北側フェンス改修その他工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-KEKB共通		0		0		486,000		茨城県県南造園土木協業組合		0298223771		I1C28BC01106F		A17028225		A17028225						12/11/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		1/31/18				城野　雅明		三増　俊広		2/9/18		工事		非対象その他		1/26/71

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構内道路補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		766,800		（株）ミヤモト開発		0298738220		A0E31SC81106F		A17012002		A17012002						6/28/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		期間進行型		8/29/17				倉持　みゆき		赤池　健		9/1/17		工事		中小企業

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研体育館東側砂場周りフェンス支柱基礎ブロック補修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		65,880		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		A1E51SC20406F		A17027857		A17027857						11/9/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		11/30/17				倉持　みゆき		塚田　昌稔		11/30/17		工事		中小企業

		P		⑥		構築物		高エネ研北カウンターホール周辺フェンス取設工事		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-北CH管理区域縮小		0		0		1,857,600		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		A0E51SCT74004		A17019712		A17019712						12/6/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		C		期間進行型		3/15/18				廣瀬　欽一		田中　伸晃		3/15/18		工事		中小企業

				⑥校地維持費合計 コウチ イジヒ ゴウケイ												8,425,080

		P		⑦		環境整備		1号館110号室床面清掃業務　一式		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		0		0		43,200		高橋興業（株）		0298242211		A0C01SC061074		A17042085		A17042085						3/26/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		C		期間進行型		3/29/18		納入場所		飯村　道子		山口　誠哉		3/30/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		4号館221室清掃作業　一式		運交金-物長-所長裁量経費(一般)-物件費		0		0		48,600		（有）エアリー		0298500133		A0B01SC9a1074		A17021379		A17021379						9/27/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		9/29/17		納入場所		岡野　清美		山田　和芳		9/29/17		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		PF光源棟他トイレ清掃　一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		142,560		高橋興業（株）		0298242211		A0BB1PC031074		A17012296		A17012296						4/10/17		放射光施設による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		6/30/17		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		6/30/17		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		PF光源棟他トイレ清掃　一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		213,840		高橋興業（株）		0298242211		A0BB1PC031074		A17029707		A17029707						10/30/17		放射光施設による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		1/4/18		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		1/4/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		PF光源棟他トイレ清掃　一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		237,600		高橋興業（株）		0298242211		A0BB1PC031074		A17029714		A17029714						12/12/17		放射光施設による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/30/18		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		3/30/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		ハドロン実験ホール内清掃　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		129,600		日本アドバンストテクノロジー（株）		0292833155		A0F01JCAa1074		A17029907		A17029907						12/14/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		1/11/18		納入場所		鈴木　健太		上利　恵三		2/28/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）一式　（10月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,547,820		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17010776		A17010776		A17000931		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		11/1/17		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）一式　（11月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,528,210		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17010779		A17010779		A17000931		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		12/1/17		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）一式　（12月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,560,770		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17010780		A17010780		A17000931		出来高払い		6/16/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		1/4/18		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）一式　（1月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,519,700		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17010781		A17010781		A17000931		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		2/1/18		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）一式　（2月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,543,750		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17010783		A17010783		A17000931		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		3/1/18		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）一式　（3月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,593,700		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17010785		A17010785		A17000931		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		3/31/18		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）一式　（4月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,548,375		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17009674		A17009674		A17000931		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		5/1/17		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）一式　（5月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,530,985		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17010760		A17010760		A17000931		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		6/1/17		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）一式　（6月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,554,480		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17010767		A17010767		A17000931		出来高払い		6/16/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		7/3/17		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）一式　（7月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,522,290		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17010768		A17010768		A17000931		出来高払い		6/16/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		8/7/17		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）一式　（8月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,516,000		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17010773		A17010773		A17000931		出来高払い		6/16/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		9/8/17		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）一式　（9月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,545,045		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17010775		A17010775		A17000931		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		10/2/17		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（１０月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		357,176		高橋興業（株）		0298242211		A0F01JCE31074		A17005200		A17005200		A17000355		出来高払い		4/3/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		一般競争契約		D		成果進行型		11/2/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（１０月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		536,524		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17005200		A17005200		A17000355		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		K		期間進行型		11/2/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（１１月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		357,176		高橋興業（株）		0298242211		A0F01JCE31074		A17005201		A17005201		A17000355		出来高払い		4/3/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		一般競争契約		D		成果進行型		12/6/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（１１月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		536,524		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17005201		A17005201		A17000355		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		K		期間進行型		12/6/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（１２月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		357,176		高橋興業（株）		0298242211		A0F01JCE31074		A17005202		A17005202		A17000355		出来高払い		4/3/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		一般競争契約		D		成果進行型		1/4/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（１２月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		536,524		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17005202		A17005202		A17000355		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		K		期間進行型		1/4/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（１月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		357,176		高橋興業（株）		0298242211		A0F01JCE31074		A17005203		A17005203		A17000355		出来高払い		4/3/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		一般競争契約		D		成果進行型		2/1/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（１月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		536,524		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17005203		A17005203		A17000355		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		K		期間進行型		2/1/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（２月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		357,176		高橋興業（株）		0298242211		A0F01JCE31074		A17005205		A17005205		A17000355		出来高払い		4/3/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		一般競争契約		D		成果進行型		3/5/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（２月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		536,524		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17005205		A17005205		A17000355		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		K		期間進行型		3/5/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（３月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		357,176		高橋興業（株）		0298242211		A0F01JCE31074		A17005209		A17005209		A17000355		出来高払い		4/3/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		一般競争契約		D		成果進行型		3/31/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（３月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		536,524		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17005209		A17005209		A17000355		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		K		期間進行型		3/31/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（４月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		357,175		高橋興業（株）		0298242211		A0F01JCE31074		A17005188		A17005188		A17000355		出来高払い		4/3/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		一般競争契約		D		成果進行型		5/1/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（４月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		536,525		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17005188		A17005188		A17000355		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		K		期間進行型		5/1/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（５月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		357,175		高橋興業（株）		0298242211		A0F01JCE31074		A17005191		A17005191		A17000355		出来高払い		4/3/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		一般競争契約		D		成果進行型		6/1/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（５月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		536,525		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17005191		A17005191		A17000355		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		K		期間進行型		6/1/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（６月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		357,176		高橋興業（株）		0298242211		A0F01JCE31074		A17005192		A17005192		A17000355		出来高払い		4/3/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		一般競争契約		D		成果進行型		7/3/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（６月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		536,524		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17005192		A17005192		A17000355		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		K		期間進行型		7/3/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（７月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		357,176		高橋興業（株）		0298242211		A0F01JCE31074		A17005193		A17005193		A17000355		出来高払い		4/3/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		一般競争契約		D		成果進行型		8/4/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（７月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		536,524		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17005193		A17005193		A17000355		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		K		期間進行型		8/4/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（８月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		357,176		高橋興業（株）		0298242211		A0F01JCE31074		A17005196		A17005196		A17000355		出来高払い		4/3/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		一般競争契約		D		成果進行型		9/7/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（８月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		536,524		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17005196		A17005196		A17000355		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		K		期間進行型		9/7/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（９月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		357,176		高橋興業（株）		0298242211		A0F01JCE31074		A17005199		A17005199		A17000355		出来高払い		4/3/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		一般競争契約		D		成果進行型		10/5/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　一式（９月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		536,524		高橋興業（株）		0298242211		A0E41SC012274		A17005199		A17005199		A17000355		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		K		期間進行型		10/5/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（10月分）  一式  		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		34,992		テスコ（株）		03335538010		A0B10PC021074		A17007769		A17007769						4/3/17		放射光施設による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		11/2/17		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		11/2/17		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（11月分）  一式  		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		61,236		テスコ（株）		03335538010		A0B10PC021074		A17020226		A17020226						4/3/17		放射光施設による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		12/5/17		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		12/5/17		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（12月分）  一式  		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		69,984		テスコ（株）		03335538010		A0B10PC021074		A17020227		A17020227						4/3/17		放射光施設による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		12/28/17		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		1/4/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（1月分）  一式  		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		43,740		テスコ（株）		03335538010		A0B10PC021074		A17031628		A17031628						4/3/17		放射光施設による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		2/5/18		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		2/5/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（2月分）  一式  		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		69,984		テスコ（株）		03335538010		A0B10PC021074		A17031630		A17031630						4/3/17		放射光施設による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/2/18		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		3/2/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（3月分）  一式  		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		34,992		テスコ（株）		03335538010		A0B10PC021074		A17031631		A17031631						4/3/17		放射光施設による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/30/18		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		3/30/18		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（4月分）  一式  		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		43,740		テスコ（株）		03335538010		A0B10PC021074		A17005266		A17005266						4/3/17		放射光施設による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		5/1/17		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		5/1/17		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（5月分）  一式  		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		34,992		テスコ（株）		03335538010		A0B10PC021074		A17007759		A17007759						4/3/17		放射光施設による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		6/5/17		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		6/5/17		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（6月分）  一式  		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		26,244		テスコ（株）		03335538010		A0B10PC021074		A17007760		A17007760						4/3/17		放射光施設による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		7/4/17		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		7/4/17		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（7月分）  一式  		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		17,496		テスコ（株）		03335538010		A0B10PC021074		A17007763		A17007763						4/3/17		放射光施設による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		8/3/17		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		8/3/17		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（8月分）  一式  		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		17,496		テスコ（株）		03335538010		A0B10PC021074		A17007765		A17007765						4/3/17		放射光施設による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		9/4/17		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		9/4/17		役務		中小企業

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（9月分）  一式  		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		17,496		テスコ（株）		03335538010		A0B10PC021074		A17007768		A17007768						4/3/17		放射光施設による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/5/17		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		10/5/17		役務		中小企業

				⑦清掃費合計 セイソウ ヒ ゴウケイ												42,523,317

		長 チョウ		⑧		他委託		構内警備業務（つくばキャンパス）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		45,904,320		東京警備保障（株）		0334332761		A0E41SC012678		A17005542		A17005542		A15001060		複数年度契約		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		K		期間進行型		3/31/18		納入場所		藤原　孝文		佐藤　武尊		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（１０月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		A0E41SC012678		A17006234		A17006234		A17000444		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		11/1/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（１１月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		A0E41SC012678		A17006235		A17006235		A17000444		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		12/1/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（１２月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		A0E41SC012678		A17006236		A17006236		A17000444		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		1/4/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（１月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		A0E41SC012678		A17006237		A17006237		A17000444		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		2/1/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（２月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		A0E41SC012678		A17006238		A17006238		A17000444		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		3/1/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（３月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		A0E41SC012678		A17006239		A17006239		A17000444		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		3/31/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（４月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		A0E41SC012678		A17006227		A17006227		A17000444		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		5/1/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（５月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		A0E41SC012678		A17006229		A17006229		A17000444		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		6/1/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（６月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		A0E41SC012678		A17006230		A17006230		A17000444		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		7/3/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（７月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		A0E41SC012678		A17006231		A17006231		A17000444		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		8/1/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（８月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		A0E41SC012678		A17006232		A17006232		A17000444		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		9/1/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（９月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		A0E41SC012678		A17006233		A17006233		A17000444		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		10/2/17		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/18		役務		大企業

				⑧警備費合計 ケイビ ヒ ゴウケイ												46,656,000

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（１０月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		296,402		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31050		A17003768		A17003768						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		11/1/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（１１月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		285,849		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31050		A17003769		A17003769						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		12/1/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（１２月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		352,848		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31050		A17003772		A17003772						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		1/4/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（１月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		420,699		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31050		A17003773		A17003773						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		2/1/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（２月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		374,967		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31050		A17003774		A17003774						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/1/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（３月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		345,341		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31050		A17003775		A17003775						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/31/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（４月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		303,086		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31050		A17003755		A17003755						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		5/1/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（５月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		330,012		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31050		A17003761		A17003761						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		6/1/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（６月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		309,633		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31050		A17003763		A17003763						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		7/3/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（７月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		358,168		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31050		A17003764		A17003764						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		8/1/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（８月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		350,666		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31050		A17003766		A17003766						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		9/1/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（９月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		280,809		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31050		A17003767		A17003767						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/2/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（10月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		152,851,867		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE13050		A17003662		A17003662						4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		11/16/17		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（11月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		203,383,973		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE13050		A17003668		A17003668						4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/15/17		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（12月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		177,182,935		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE13050		A17003669		A17003669						4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		1/17/18		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（1月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		156,002,908		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE13050		A17003670		A17003670						4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/15/18		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（2月分）		雑収入-J-PARC-[助]科研間接・J-PARC-光熱水料		0		0		12,924,318		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		CCF01Cj010250		A17003671		A17003671						12/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/14/18		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（2月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		182,641,523		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE13050		A17003671		A17003671						12/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/14/18		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（３月分）		運交金-J-PARC-光熱水料(一般)-電気料		0		0		82,634,328		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01SCTa3050		A17003874		A17003874						3/15/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/18		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（３月分）		雑収入-J-PARC-[助]科研間接・J-PARC-光熱水料		0		0		20,494,810		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		CCF01Cj010250		A17003874		A17003874						3/15/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（３月分）		雑収入-J-PARC-科研間接・J-PARC-光熱水料		0		0		58,616,613		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		CCF01Ck010250		A17003874		A17003874						3/15/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（３月分）		収見合-J-PARC-光熱水料(遅延損害金等・先端J)-電気料		0		0		4,999,320		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A1F01SC115050		A17003874		A17003874						3/15/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（３月分）		収見合-J-PARC-光熱水料-電気料		0		0		17,107,352		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A1F01SCTa3050		A17003874		A17003874						3/15/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（３月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		6,297,044		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE13050		A17003874		A17003874						3/15/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（４月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		163,851,999		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE13050		A17003633		A17003633						4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		5/23/17		納入場所		尾田　和正		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（5月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		138,498,363		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE13050		A17003634		A17003634						4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/22/17		納入場所		尾田　和正		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（6月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		270,509,446		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE13050		A17003635		A17003635						4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		7/18/17		納入場所		尾田　和正		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（7月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		81,073,556		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE13050		A17003637		A17003637						4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/17/17		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（8月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		49,010,895		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE13050		A17003638		A17003638						4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		9/15/17		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（9月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		73,704,175		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE13050		A17003639		A17003639						4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/23/17		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/30/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター研究施設使用料（7月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		917,771		茨城県		0293012239		A0F01JCE31050		A17002799		A17002799						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		6/8/17		納入場所		安西　妙子		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（10月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		201,500		茨城県		0293012239		A0F01JCE31050		A17002768		A17002768						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		11/14/17		納入場所		安西　妙子		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（11月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		195,700		茨城県		0293012239		A0F01JCE31050		A17002769		A17002769						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		12/13/17		納入場所		安西　妙子		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（12月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		210,000		茨城県		0293012239		A0F01JCE31050		A17002770		A17002770						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		1/15/18		納入場所		安西　妙子		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（1月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		165,800		茨城県		0293012239		A0F01JCE31050		A17002771		A17002771						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		2/14/18		納入場所		安西　妙子		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（2月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		110,400		茨城県		0293012239		A0F01JCE31050		A17002772		A17002772						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/13/18		納入場所		安西　妙子		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（3月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		60,500		茨城県		0293012239		A0F01JCE31050		A17002773		A17002773						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/31/18		納入場所		安西　妙子		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（4月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		39,700		茨城県		0293012239		A0F01JCE31050		A17002253		A17002253						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		5/15/17		納入場所		安西　妙子		榎　香織		3/31/18		物品		非対象その他

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（5月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		39,900		茨城県		0293012239		A0F01JCE31050		A17002759		A17002759						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		6/15/17		納入場所		安西　妙子		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（6月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		38,100		茨城県		0293012239		A0F01JCE31050		A17002763		A17002763						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		7/11/17		納入場所		安西　妙子		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（7月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		56,300		茨城県		0293012239		A0F01JCE31050		A17002765		A17002765						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		8/21/17		納入場所		安西　妙子		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（8月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		92,400		茨城県		0293012239		A0F01JCE31050		A17002766		A17002766						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		9/20/17		納入場所		安西　妙子		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センター電気料（9月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		215,600		茨城県		0293012239		A0F01JCE31050		A17002767		A17002767						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/13/17		納入場所		安西　妙子		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（10月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,097,356		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17026981		A17026981		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		11/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（10月分）		収見合-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		14,999,599		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC105050		A17026981		A17026981		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		11/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（10月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		304,341		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC203050		A17026981		A17026981		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		11/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		P		⑨		電力		電気料（10月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		137,007,659		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		I1E51SC205050		A17026981		A17026981		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		11/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（10月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,816		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0F01JCAc1050		A17001029		A17001029						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/31/17		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（10月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		85,159		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC212050		A17002220		A17002220						10/2/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		11/1/17		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（10月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,399		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004437		A17004437		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		11/1/17		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（10月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		38,379		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004457		A17004457		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		11/1/17		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（10月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,045		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17007593		A17007593		A17005301		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		11/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（10月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		985,617		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A0E51SC205050		A17025858								10/2/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		11/9/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		-		⑨		電力		電気料（10月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		441,486		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A1E51SC211050		A17025858								10/2/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		11/9/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,753,323		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17030096		A17030096		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		12/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		437,697		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC203050		A17030096		A17030096		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		P		⑨		電力		電気料（11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		250,632,536		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		I1E51SC205050		A17030096		A17030096		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（11月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		6,105		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0F01JCAc1050		A17001030		A17001030						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		12/1/17		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		88,073		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC212050		A17002223		A17002223						11/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/4/17		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（11月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,422		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004438		A17004438		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		12/1/17		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（11月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		38,585		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004458		A17004458		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		12/1/17		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（11月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,039		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17007595		A17007595		A17005301		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		12/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（11月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,180,650		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A0E51SC205050		A17029274								11/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		12/8/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		-		⑨		電力		電気料（11月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		561,644		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A1E51SC211050		A17029274								11/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/8/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（12月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,978,658		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17033471		A17033471		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		1/4/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（12月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		660,042		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC203050		A17033471		A17033471		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		1/4/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		P		⑨		電力		電気料（12月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		216,862,720		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		I1E51SC205050		A17033471		A17033471		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		1/4/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（12月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		8,381		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0F01JCAc1050		A17001031		A17001031						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		1/4/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（12月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		80,757		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC212050		A17002225		A17002225						12/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		1/4/18		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（12月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,265		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004439		A17004439		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		1/4/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（12月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		38,039		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004459		A17004459		A17004627		出来高払い		1/4/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		1/4/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（12月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,036		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17007598		A17007598		A17005301		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		1/4/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（12月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,478,177		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A0E51SC205050		A17032992								12/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		1/15/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		-		⑨		電力		電気料（12月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		623,070		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A1E51SC211050		A17032992								12/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		1/15/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		2,280,277		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17037578		A17037578		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		2/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		980,262		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC203050		A17037578		A17037578		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		P		⑨		電力		電気料（1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		182,297,841		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		I1E51SC205050		A17037578		A17037578		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（1月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,815		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0F01JCAc1050		A17001033		A17001033						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		1/29/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		72,428		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC212050		A17002226		A17002226						1/4/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/1/18		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（1月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,206		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004440		A17004440		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		2/1/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（1月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		39,168		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004460		A17004460		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		2/1/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（1月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,036		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17007600		A17007600		A17005301		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		2/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（1月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,668,900		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A0E51SC205050		A17036308								1/4/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		2/7/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		-		⑨		電力		電気料（1月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		674,376		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A1E51SC211050		A17036308								1/4/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/7/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		P		⑨		電力		電気料（2月分）		その他補助金等-放二-17H05 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		4,245,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		I0B12CH051650		A17041765		A17041765		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（2月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		23,691,650		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17041765		A17041765		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		P		⑨		電力		電気料（2月分）		雑収入-機構共通-科研間接・機構共通-光熱水料		0		0		4,000,000		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		CCE51Ck010250		A17041765		A17041765		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（2月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		814,926		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC203050		A17041765		A17041765		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		P		⑨		電力		電気料（2月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		294,433,997		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		I1E51SC205050		A17041765		A17041765		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（2月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		14,300		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0F01JCAc1050		A17001034		A17001034						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		2/27/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（2月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		150,214		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC212050		A17002227		A17002227						2/1/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/5/18		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（2月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,361		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004442		A17004442		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		3/1/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（2月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		38,161		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004461		A17004461		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		3/1/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（2月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,039		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17007602		A17007602		A17005301		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（2月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,543,858		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A0E51SC205050		A17040326								2/1/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/8/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		-		⑨		電力		電気料（2月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		732,961		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A1E51SC211050		A17040326								2/1/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/8/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		その他補助金等-放二-17H05 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		4,605,408		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		I0B12CH051650		A17042530		A17042530		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		357,048,338		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17042531		A17042531		A15005147		出来高払い		3/31/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		雑収入-機構共通-その他収入-光熱水料		0		0		891,912		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		CCE51Cz010150		A17042531		A17042531		A15005147		出来高払い		3/31/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		雑収入-機構共通-科研間接・機構共通-光熱水料		0		0		14,144,840		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		CCE51Ck010250		A17042531		A17042531		A15005147		出来高払い		3/31/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		収見合-J-PARC-光熱水料(遅延損害金等・先端J)-電気料		0		0		4,777		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1F01SC115050		A17042531		A17042531		A15005147		出来高払い		3/31/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		収見合-機構共通-光熱水料(遅延損害金等・先端B)-電気料		0		0		26,590		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC115050		A17042531		A17042531		A15005147		出来高払い		3/31/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		499,673		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC203050		A17042531		A17042531		A15005147		出来高払い		3/31/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		89,201,608		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		I1E51SC205050		A17042530		A17042530		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（3月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		7,366		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0F01JCAc1050		A17001020		A17001020						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/30/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（3月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		111,434		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC212050		A17002228		A17002228						3/1/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（3月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,037		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004443		A17004443		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（3月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		38,326		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004462		A17004462		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（3月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,049		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17007603		A17007603		A17005301		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（3月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,329,491		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A0E51SC205050		A17042473								3/1/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		-		⑨		電力		電気料（3月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		581,443		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A1E51SC211050		A17042473								3/1/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（4月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,238,815		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17009220		A17009220		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		5/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（4月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		252,453		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC203050		A17009220		A17009220		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		5/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		P		⑨		電力		電気料（4月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		191,983,368		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		I1E51SC205050		A17009220		A17009220		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		5/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（4月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		5,230		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0F01JCAc1050		A17001022		A17001022						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		5/2/17		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（4月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		77,800		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC212050		A17001259		A17001259						4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		5/8/17		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（4月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,295		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004420		A17004420		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		5/1/17		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（4月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		37,502		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004445		A17004445		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		4/21/17		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（4月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		994		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17007583		A17007583		A17005301		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		5/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（4月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		912,629		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A0E51SC205050		A17006618								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		5/8/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		-		⑨		電力		電気料（4月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		420,870		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A1E51SC211050		A17006618								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		5/8/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,289,280		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17010306		A17010306		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		6/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		180,802		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC203050		A17010306		A17010306		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		P		⑨		電力		電気料（5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		179,079,541		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		I1E51SC205050		A17010306		A17010306		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（5月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,738		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0F01JCAc1050		A17001024		A17001024						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		5/29/17		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		87,318		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC212050		A17002213		A17002213						5/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/5/17		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（5月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,318		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004426		A17004426		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		6/1/17		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（5月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		38,931		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004449		A17004449		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		5/24/17		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（5月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,028		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17007585		A17007585		A17005301		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		6/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（5月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		908,323		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A0E51SC205050		A17009759								5/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		6/7/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		-		⑨		電力		電気料（5月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		457,770		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A1E51SC211050		A17009759								5/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/7/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（6月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,570,697		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17013581		A17013581		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		7/3/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（6月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		227,959		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC203050		A17013581		A17013581		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		7/3/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		P		⑨		電力		電気料（6月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		142,005,931		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		I1E51SC205050		A17013581		A17013581		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		7/3/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（6月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,410		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0F01JCAc1050		A17001025		A17001025						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		6/28/17		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（6月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		66,125		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC212050		A17002214		A17002214						6/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		7/3/17		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（6月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,452		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004431		A17004431		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		7/3/17		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（6月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		37,450		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004452		A17004452		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		6/21/17		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（6月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,037		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17007587		A17007587		A17005301		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		7/3/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（6月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		873,832		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A0E51SC205050		A17013621								7/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		7/11/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		-		⑨		電力		電気料（6月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		484,509		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A1E51SC211050		A17013621								7/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		7/11/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,864,430		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17016752		A17016752		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		8/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		307,074		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC203050		A17016752		A17016752		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		P		⑨		電力		電気料（7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		140,563,790		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		I1E51SC205050		A17016752		A17016752		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（7月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		8,898		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0F01JCAc1050		A17001026		A17001026						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		8/1/17		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（7月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		73,143		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC212050		A17002215		A17002215						7/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/2/17		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（7月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,660		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004433		A17004433		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		8/1/17		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（7月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		39,456		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004453		A17004453		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		7/24/17		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（7月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,038		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17007589		A17007589		A17005301		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		8/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（7月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,122,696		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A0E51SC205050		A17016307								7/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		8/7/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		-		⑨		電力		電気料（7月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		297,870		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A1E51SC211050		A17016307								7/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/7/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（8月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,815,555		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17019677		A17019677		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		9/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（8月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		420,943		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC203050		A17019677		A17019677		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		9/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		P		⑨		電力		電気料（8月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		129,062,549		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		I1E51SC205050		A17019677		A17019677		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		9/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（8月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		7,252		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0F01JCAc1050		A17001027		A17001027						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		8/28/17		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（8月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		72,653		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC212050		A17002216		A17002216						8/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		9/1/17		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（8月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,906		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004435		A17004435		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		9/1/17		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（8月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		39,308		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004455		A17004455		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		8/23/17		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（8月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,042		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17007590		A17007590		A17005301		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		9/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（8月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,151,968		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A0E51SC205050		A17019168								8/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		9/7/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		-		⑨		電力		電気料（8月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		331,542		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A1E51SC211050		A17019168								8/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		9/7/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,169,983		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17022711		A17022711		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		10/2/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		334,611		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC203050		A17022711		A17022711		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/2/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		P		⑨		電力		電気料（9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		142,765,354		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		I1E51SC205050		A17022711		A17022711		A15005147		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/2/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（9月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		6,831		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0F01JCAc1050		A17001028		A17001028						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/2/17		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（9月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		69,914		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A1E51SC212050		A17002218		A17002218						9/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/3/17		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（9月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,907		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004436		A17004436		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		10/2/17		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		-		⑨		電力		電気料（9月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		39,095		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E41SC511050		A17004456		A17004456		A17004627		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		K		期間進行型		9/22/17		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（9月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,046		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		A0E51SC205050		A17007591		A17007591		A17005301		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		10/2/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（9月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		985,327		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A0E51SC205050		A17022450								9/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		10/6/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

		-		⑨		電力		電気料（9月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		303,408		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		A1E51SC211050		A17022450								9/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/6/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		中小企業

				⑨電気代合計 デンキダイ ゴウケイ												4,421,022,375

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（１０月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		4,662		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31052		A17003768		A17003768						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		11/1/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（１１月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		5,217		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31052		A17003769		A17003769						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		12/1/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（１２月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		5,504		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31052		A17003772		A17003772						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		1/4/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（１月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		14,637		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31052		A17003773		A17003773						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		2/1/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（２月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		6,541		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31052		A17003774		A17003774						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/1/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（３月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		6,427		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31052		A17003775		A17003775						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/31/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（４月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		6,365		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31052		A17003755		A17003755						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		5/1/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（５月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		6,407		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31052		A17003761		A17003761						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		6/1/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（６月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		4,412		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31052		A17003763		A17003763						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		7/3/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（７月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		3,947		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31052		A17003764		A17003764						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		8/1/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（８月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		4,758		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31052		A17003766		A17003766						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		9/1/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（９月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		3,977		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		A0F01JCE31052		A17003767		A17003767						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/2/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（10月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		90,719		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE15052		A17003683		A17003683						4/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		11/20/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（11月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		82,327		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE15052		A17003684		A17003684						4/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/25/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（12月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		95,708		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE15052		A17003687		A17003687						4/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		1/19/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（1月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		112,038		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE15052		A17003688		A17003688						4/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/19/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（２月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		115,213		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE15052		A17003689		A17003689						4/1/17		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		進行基準対象外		3/22/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		物品		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（3月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		91,853		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE15052		A17003690		A17003690						4/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（４月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		88,451		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE15052		A17003674		A17003674						4/1/17		プロジェクト対象外		供給		随意契約		D		進行基準対象外		5/12/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		物品		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（5月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		99,111		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE15052		A17003677		A17003677						4/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/12/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（6月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		98,203		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE15052		A17003679		A17003679						4/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		7/24/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（7月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		95,482		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE15052		A17003680		A17003680						4/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/21/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（8月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		94,801		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE15052		A17003681		A17003681						4/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		9/14/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道料（9月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		96,615		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　東海管理センター		0292825704		I1F01JCE15052		A17003682		A17003682						4/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/23/17		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		147,360		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A0E51SC208053		A17028808		A17028808		A17006481		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		12/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		-		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		279,618		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A1E51SC203053		A17028808		A17028808		A17006481		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		P		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		3,533,004		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		I1E51SC208053		A17028808		A17028808		A17006481		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		87,262		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A0E51SC208053		A17037574		A17037574		A17006481		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		2/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		-		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		239,831		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A1E51SC203053		A17037574		A17037574		A17006481		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		P		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		1,657,461		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		I1E51SC208053		A17037574		A17037574		A17006481		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		40,327		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A0E51SC208053		A17042522		A17042522		A17006481		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		-		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		273,748		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A1E51SC203053		A17042522		A17042522		A17006481		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		P		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		1,309,155		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		I1E51SC208053		A17042522		A17042522		A17006481		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（4.5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		35,493		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A0E51SC208053		A17009723		A17009723		A17006481		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		6/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		-		⑩		下水道		下水道料（4.5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		216,986		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A1E51SC203053		A17009723		A17009723		A17006481		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		P		⑩		下水道		下水道料（4.5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		1,526,401		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		I1E51SC208053		A17009723		A17009723		A17006481		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		58,899		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A0E51SC208053		A17016141		A17016141		A16001280		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		8/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		-		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		176,835		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A1E51SC203053		A17016141		A17016141		A16001280		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		P		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		1,411,212		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		I1E51SC208053		A17016141		A17016141		A16001280		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		79,924		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A0E51SC208053		A17022589		A17022589		A17006481		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		10/2/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		-		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		166,664		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A1E51SC203053		A17022589		A17022589		A17006481		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/2/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		P		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		1,518,456		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		I1E51SC208053		A17022589		A17022589		A17006481		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/2/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		-		⑩		下水道		上下水道料（10、11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		24,192		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		A1E51SC212053		A17002234		A17002234						12/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/26/17		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		上水道		上下水道料（10、11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		30,408		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		A1E51SC212052		A17002234		A17002234						12/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/26/17		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		23,536		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0E51SC208053		A17029639								11/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		12/12/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		29,133		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0E51SC207052		A17029639								11/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		12/12/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		下水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		131,634		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A1E51SC211053		A17029639								11/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/12/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		上水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		162,934		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A1E51SC211052		A17029639								11/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/12/17				横山　由香		久保　篤志		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		下水道		上下水道料（12、1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		24,192		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		A1E51SC212053		A17002235		A17002235						2/1/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/28/18		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		上水道		上下水道料（12、1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		30,408		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		A1E51SC212052		A17002235		A17002235						2/1/18		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/28/18		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		24,481		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0E51SC208053		A17036631								12/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		2/9/18				横山　由香		塙　正広		3/31/18		役務		非対象その他

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		30,420		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0E51SC207052		A17036631								12/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		2/9/18				横山　由香		塙　正広		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		下水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		117,209		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A1E51SC211053		A17036631								12/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/9/18				横山　由香		塙　正広		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		上水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		145,641		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A1E51SC211052		A17036631								12/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/9/18				横山　由香		塙　正広		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		下水道		上下水道料（2、3月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		24,192		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		A1E51SC212053		A17001261		A17001261						4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		4/26/17		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		上水道		上下水道料（2、3月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		30,408		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		A1E51SC212052		A17001261		A17001261						4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		4/26/17		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（2、3月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		31,470		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0E51SC208053		A17006353								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		5/1/17				横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（2、3月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		38,892		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0E51SC207052		A17006353								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		5/1/17				横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		下水道		上下水道料（2、3月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		129,920		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A1E51SC211053		A17006353								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		5/1/17				横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		上水道		上下水道料（2、3月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		160,562		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A1E51SC211052		A17006353								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		5/1/17				横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		下水道		上下水道料（4、5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		24,192		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		A1E51SC212053		A17002229		A17002229						6/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/28/17		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		上水道		上下水道料（4、5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		30,408		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		A1E51SC212052		A17002229		A17002229						6/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/28/17		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（4、5月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		3,694		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0E51SC208053		A17010136								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		6/9/17				横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（4、5月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		4,583		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0E51SC207052		A17010136								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		6/9/17				横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		下水道		上下水道料（4、5月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		119,015		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A1E51SC211053		A17010136								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/9/17				横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		上水道		上下水道料（4、5月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		147,648		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A1E51SC211052		A17010136								4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/9/17				横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		下水道		上下水道料（6、7月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		24,192		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		A1E51SC212053		A17002232		A17002232						8/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/28/17		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		上水道		上下水道料（6、7月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		30,408		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		A1E51SC212052		A17002232		A17002232						8/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/28/17		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（6、7月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		32,731		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0E51SC208053		A17016824								6/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		8/17/17				横山　由香		塙　正広		3/31/18		役務		非対象その他

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（6、7月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		40,920		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0E51SC207052		A17016824								6/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		8/17/17				横山　由香		塙　正広		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		下水道		上下水道料（6、7月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		91,849		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A1E51SC211053		A17016824								6/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/17/17				横山　由香		塙　正広		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		上水道		上下水道料（6、7月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		114,826		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A1E51SC211052		A17016824								6/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/17/17				横山　由香		塙　正広		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		下水道		上下水道料（8、9月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		24,192		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		A1E51SC212053		A17002233		A17002233						8/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/26/17		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		上水道		上下水道料（8、9月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		30,408		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		A1E51SC212052		A17002233		A17002233						8/1/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/26/17		納入場所		横山　由香		榎　香織		3/31/18		役務		非対象その他

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		29,532		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0E51SC208053		A17022927								10/2/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		10/12/17				横山　由香		塙　正広		3/31/18		役務		非対象その他

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		38,216		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0E51SC207052		A17022927								10/2/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		10/12/17				横山　由香		塙　正広		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		下水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		43,728		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A1E51SC211053		A17022927								10/2/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/12/17				横山　由香		塙　正広		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		上水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		56,586		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A1E51SC211052		A17022927								10/2/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/12/17				横山　由香		塙　正広		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		下水道		上下水道料（H29 10,11月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,210		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0F01JCAc1053		A17000977		A17000977						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		12/11/17		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		上水道		上下水道料（H29 10,11月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,736		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0F01JCAc1052		A17000977		A17000977						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		12/11/17		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		下水道		上下水道料（H29 12,1月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,510		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0F01JCAc1053		A17000978		A17000978						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		2/8/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		上水道		上下水道料（H29 12,1月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,899		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0F01JCAc1052		A17000978		A17000978						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		2/8/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		下水道		上下水道料（H29 2,3月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,210		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0F01JCAc1053		A17000969		A17000969						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		4/14/17		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		上水道		上下水道料（H29 2,3月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,736		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0F01JCAc1052		A17000969		A17000969						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		4/14/17		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		下水道		上下水道料（H29 4,5月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,490		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0F01JCAc1053		A17000971		A17000971						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		6/9/17		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		上水道		上下水道料（H29 4,5月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		4,071		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0F01JCAc1052		A17000971		A17000971						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		6/9/17		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		下水道		上下水道料（H29 6,7月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,350		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0F01JCAc1053		A17000975		A17000975						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		8/10/17		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		物品		非対象その他

		-		⑩		上水道		上下水道料（H29 6,7月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,904		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0F01JCAc1052		A17000975		A17000975						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		供給		随意契約		D		成果進行型		8/10/17		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		物品		非対象その他

		-		⑩		下水道		上下水道料（H29 8,9月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,490		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0F01JCAc1053		A17000976		A17000976						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/11/17		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		上水道		上下水道料（H29 8,9月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		4,071		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0F01JCAc1052		A17000976		A17000976						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		10/11/17		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		下水道		上下水道料（H30 2,3月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,370		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0F01JCAc1053		A17041519		A17041519						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/22/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		非対象その他

		-		⑩		上水道		上下水道料（H30 2,3月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,732		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		A0F01JCAc1052		A17041519		A17041519						4/1/17		大強度陽子加速器による実験研究		その他		随意契約		D		成果進行型		3/22/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/18		役務		非対象その他

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		134,573		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A0E51SC207052		A17028806		A17028806		A17006480		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		12/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		-		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		412,389		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A1E51SC203052		A17028806		A17028806		A17006480		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		P		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		3,566,326		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		I1E51SC207052		A17028806		A17028806		A17006480		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		207,144		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A0E51SC207052		A17037572		A17037572		A17006480		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		2/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		-		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		349,603		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A1E51SC203052		A17037572		A17037572		A17006480		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		P		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		4,098,053		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		I1E51SC207052		A17037572		A17037572		A17006480		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		179,884		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A0E51SC207052		A17042521		A17042521		A17006480		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		-		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		389,818		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A1E51SC203052		A17042521		A17042521		A17006480		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		P		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		5,716,435		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		I1E51SC207052		A17042521		A17042521		A17006480		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（4.5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		87,064		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A0E51SC207052		A17009722		A17009722		A17006480		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		6/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		-		⑩		上水道		上水道料（4.5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		318,272		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A1E51SC203052		A17009722		A17009722		A17006480		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		P		⑩		上水道		上水道料（4.5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		3,943,877		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		I1E51SC207052		A17009722		A17009722		A17006480		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		146,971		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A0E51SC207052		A17016138		A17016138		A16001277		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		8/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		-		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		268,528		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A1E51SC203052		A17016138		A17016138		A16001277		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		P		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		2,834,653		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		I1E51SC207052		A17016138		A17016138		A16001277		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		150,166		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A0E51SC207052		A17022588		A17022588		A17006480		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		10/2/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		-		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		250,505		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		A1E51SC203052		A17022588		A17022588		A17006480		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/2/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

		P		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		3,108,465		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		I1E51SC207052		A17022588		A17022588		A17006480		出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/2/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		その他

				⑩上下水道代合計 ジョウゲ スイドウ ダイ ゴウケイ												42,278,276

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		53,316		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A0E51SC206051		A17026095		A17026095		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		期間進行型		11/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		63,788		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A1E51SC203051		A17026095		A17026095		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		11/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		7,075,293		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		I1E51SC206051		A17026095		A17026095		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		11/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		81,577		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A0E51SC206051		A17029581		A17029581		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		期間進行型		12/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		143,469		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A1E51SC203051		A17029581		A17029581		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		12/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		11,388,674		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		I1E51SC206051		A17029581		A17029581		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		12/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（12月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		117,066		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A0E51SC206051		A17033386		A17033386		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		期間進行型		1/4/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（12月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		156,868		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A1E51SC203051		A17033386		A17033386		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		1/4/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（12月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		10,139,265		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		I1E51SC206051		A17033386		A17033386		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		1/4/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		9,124,958		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A0E51SC206051		A17037575		A17037575		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		期間進行型		2/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		102,236		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A1E51SC203051		A17037575		A17037575		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		2/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		7,607,518		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		I1E51SC206051		A17037575		A17037575		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		2/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（2月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		182,559		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A1E51SC203051		A17041763		A17041763		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（2月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		11,469,277		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		I1E51SC206051		A17041763		A17041763		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		109,070		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A0E51SC206051		A17042520		A17042520		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		113,781		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A1E51SC203051		A17042520		A17042520		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		8,745,297		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		I1E51SC206051		A17042520		A17042520		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		49,993		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A0E51SC206051		A17009217		A17009217		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		期間進行型		5/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		87,111		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A1E51SC203051		A17009217		A17009217		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		5/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		9,062,800		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		I1E51SC206051		A17009217		A17009217		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		5/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		41,857		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A0E51SC206051		A17010304		A17010304		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		期間進行型		6/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		76,528		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A1E51SC203051		A17010304		A17010304		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		6/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		8,538,205		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		I1E51SC206051		A17010304		A17010304		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		6/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		70,015		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A0E51SC206051		A17013579		A17013579		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		期間進行型		7/3/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		59,713		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A1E51SC203051		A17013579		A17013579		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		7/3/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		3,860,862		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		I1E51SC206051		A17013579		A17013579		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		7/3/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		151,284		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A0E51SC206051		A17016489		A17016489		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		期間進行型		8/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		32,876		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A1E51SC203051		A17016489		A17016489		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		8/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		6,390,897		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		I1E51SC206051		A17016489		A17016489		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		8/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		140,436		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A0E51SC206051		A17019402		A17019402		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		期間進行型		9/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		46,983		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A1E51SC203051		A17019402		A17019402		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		9/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		5,976,689		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		I1E51SC206051		A17019402		A17019402		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		9/1/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		82,085		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A0E51SC206051		A17022590		A17022590		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		期間進行型		10/2/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		30,213		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		A1E51SC203051		A17022590		A17022590		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		10/2/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		5,507,285		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		I1E51SC206051		A17022590		A17022590		A15023607		複数年度契約/出来高払い		4/3/17		プロジェクト対象外		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		10/2/17		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業

				⑪ガス代合計 ミチヨ ゴウケイ												106,879,844

		P		⑫補 ホ		付設備		【資産振替】高エネ研（東海）J-PARCﾋﾞｰﾑ増強施設MR第４電源棟等新営その他工事　他７件		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		611,526						A0F01JCE23003		0000554285-09								3/16/18		大強度陽子加速器による実験研究						D		成果進行型

		長 チョウ		⑫補 ホ		移設撤去		【資産振替】高エネ研（東海）J-PARCﾋﾞｰﾑ増強施設MR第４電源棟等新営その他工事　他７件		施設整備-施設部-[東海]J-PARCビーム増強施設-施設整備費		0		0		360,577						E0E31C0130190		0000529028-06								9/7/17		プロジェクト対象外						D		進行基準対象外

		長 チョウ		⑫補 ホ		建物		【資産振替】高エネ研（東海）J-PARCﾋﾞｰﾑ増強施設MR第４電源棟等新営その他工事　他７件		施設整備-施設部-[東海]J-PARCビーム増強施設-施設整備費		0		0		138,196,347						E0E31C0130102		0000529028-06								9/7/17		プロジェクト対象外						D		進行基準対象外

		長 チョウ		⑫補 ホ		建物		【資産振替】高エネ研（東海）J-PARCﾋﾞｰﾑ増強施設MR第４電源棟等新営その他工事　他７件		施設整備-施設部-[東海]J-PARCビーム増強施設-施設整備費		0		0		186,818,853						E0E31C0130102		0000554285-09								3/16/18		プロジェクト対象外						D		進行基準対象外

		長 チョウ		⑫補 ホ		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研（東海）J-PARCﾋﾞｰﾑ増強施設MR第４電源棟等新営その他工事　他７件		施設整備-施設部-[東海]J-PARCビーム増強施設-施設整備費		0		0		416,032						E0E31C013016F		0000529028-06								9/7/17		プロジェクト対象外						D		進行基準対象外

		長 チョウ		⑫補 ホ		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研（東海）J-PARCﾋﾞｰﾑ増強施設MR第４電源棟等新営その他工事　他７件		施設整備-施設部-[東海]J-PARCビーム増強施設-施設整備費		0		0		3,920,243						E0E31C013016F		0000554285-09								3/16/18		プロジェクト対象外						D		進行基準対象外

		長 チョウ		⑫補 ホ		付設備		【資産振替】高エネ研（東海）J-PARCﾋﾞｰﾑ増強施設MR第４電源棟等新営その他工事　他７件		施設整備-施設部-[東海]J-PARCビーム増強施設-施設整備費		0		0		89,816,655						E0E31C0130103		0000529028-06								9/7/17		プロジェクト対象外						D		進行基準対象外

		長 チョウ		⑫補 ホ		付設備		【資産振替】高エネ研（東海）J-PARCﾋﾞｰﾑ増強施設MR第４電源棟等新営その他工事　他７件		施設整備-施設部-[東海]J-PARCビーム増強施設-施設整備費		0		0		116,187,767						E0E31C0130103		0000554285-09								3/16/18		プロジェクト対象外						D		進行基準対象外

		長 チョウ		⑫補 ホ		建物		【資産振替】高エネ研（東海）J-PARCﾋﾞｰﾑ増強施設MR第４電源棟等新営その他工事　他７件		施設整備-施設部-[東海]J-PARCビーム増強施設-付帯事務費		0		0		77,000						E0E31C0130202		0000529028-06								9/7/17		プロジェクト対象外						D		進行基準対象外

		長 チョウ		⑫補 ホ		建物		【資産振替】高エネ研（東海）J-PARCﾋﾞｰﾑ増強施設MR第４電源棟等新営その他工事　他７件		施設整備-施設部-[東海]J-PARCビーム増強施設-付帯事務費		0		0		80,000						E0E31C0130202		0000554285-09								3/16/18		プロジェクト対象外						D		進行基準対象外

				⑫新増改築費合計（補助金） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ ホジョキン												536,485,000

		P		⑫自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ミュオンＨライン屋外受変電ヤード架台取設その他工事		先端研究推進費-J-PARC-Hライン(J)-物件費		0		0		6,429,024		(有)矢島工業		0492252110		I1F01JCB4106F		A17009168								5/30/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/6/18				城野　雅明		山内　真也		3/2/18		工事		中小企業

		P		⑫自 ジ		付設備		【資産振替】高エネ研（東海）Ｊ－ＰＡＲＣビーム増強施設ＭＲ第４電源棟実験冷却水設備その他工事		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-高繰り返し偏向電磁石電源		0		0		93,815,820		高砂熱学工業（株）茨城営業所		0298221715		I1F01JCC12403		0000550728-02								3/15/18		プロジェクト対象外		工事				D		進行基準対象外														大企業

		P		⑫自 ジ		移設撤去		【資産振替】高エネ研（東海）ハドロン実験施設一次ビームライン遮蔽壁取設その他工事　他３件		先端研究推進費-J-PARC-ミューオン(J)-物件費・Bライン		0		0		350,919						I1F01JCAm1190		0000543639-02								1/30/18		プロジェクト対象外						D		進行基準対象外

		P		⑫自 ジ		構築物		【資産振替】高エネ研（東海）ハドロン実験施設一次ビームライン遮蔽壁取設その他工事　他３件		先端研究推進費-J-PARC-ミューオン(J)-物件費・Bライン		0		0		84,753,081						I1F01JCAm1104		0000543639-02								1/30/18		プロジェクト対象外						D		進行基準対象外

		P		⑫自 ジ		建物		【資産振替】高エネ研超伝導加速器利用促進化推進コンプレッサー棟新営工事　他３件		雑収入-加六-COI棟整備(科間・M裁量)-物件費		0		0		15,480,720						CCC26CkT11002		0000529441-04								9/29/17		プロジェクト対象外						D		進行基準対象外

		P		⑫自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		【資産振替】高エネ研超伝導加速器利用促進化推進コンプレッサー棟新営工事　他３件		雑収入-加六-COI棟整備(科間・M裁量)-物件費		0		0		632,304						CCC26CkT1106F		0000529441-04								9/29/17		プロジェクト対象外						D		進行基準対象外

		P		⑫自 ジ		付設備		【資産振替】高エネ研超伝導加速器利用促進化推進コンプレッサー棟新営工事　他３件		雑収入-加六-COI棟整備(科間・M裁量)-物件費		0		0		2,320,416						CCC26CkT11003		0000529441-04								9/29/17		プロジェクト対象外						D		進行基準対象外

		P		⑫自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）Ｊ－ＰＡＲＣビーム増強施設ＭＲ第４電源棟実験冷却水設備その他工事		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		19,584,180		高砂熱学工業（株）茨城営業所		0298221715		I1F01JCE2306F		A17016149								7/28/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/15/18				城野　雅明		鈴木　久		3/26/18		工事		大企業

		P		⑫自 ジ		他委託		高エネ研（東海）ミュオンＨライン屋外受変電ヤード架台取設その他工事監理業務		先端研究推進費-J-PARC-Hライン(J)-物件費		0		0		669,600		(株)友水設計		0299244473		I1F01JCB41078		A17012368-02		A17012368-02						6/20/17		プロジェクト対象外		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/21/18				倉持　みゆき		河村　成肇		3/9/18		役務		中小企業

		P		⑫自 ジ		他委託		高エネ研（東海）ミュオンHライン屋外受変電ヤード擁壁計画通知申請手続き業務		先端研究推進費-J-PARC-Hライン(J)-物件費		0		0		338,000		（株）横須賀満夫建築設計事務所		0292254353		I1F01JCB41078		A17009638		A17009638						6/5/17		プロジェクト対象外		工事		随意契約		D		進行基準対象外		8/31/17				倉持　みゆき		河村　成肇		8/31/17		工事		中小企業

		P		⑫自 ジ		配線・配管改修費		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進コンプレッサー棟等新営電気設備その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		1,279,800		木村電設工業（株）		0298722111		A0E31BPC1106H		A17014021								7/12/17		プロジェクト対象		工事		一般競争契約		D		成果進行型		9/29/17				城野　雅明		福島　裕隆		9/29/17		工事		中小企業

		P		⑫自 ジ		配線・配管改修費		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進コンプレッサー棟等新営電気設備その他工事		先端研究推進費-加五-リニアック(B)-共通2		0		0		3,078,000		木村電設工業（株）		0298722111		I1C25BC02156H		A17014021								7/12/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		9/29/17				城野　雅明		福島　裕隆		9/29/17		工事		中小企業

				⑫新増改築費合計（自己資金等） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ ジコ シキン トウ												228,731,864

																0

				⑫新増改築費合計（営繕費） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ エイゼン ヒ												0

		長 チョウ		⑬補 ホ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟屋上防水改修工事		施設整備-施設部-[大穂]基幹・環境整備[防水]-施設整備費		0		0		100,055,600		(株)羽原工務店		0297623950		E0E31C012016F		A17012182								6/28/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		11/27/17				城野　雅明		山内　真也		11/30/17		工事		中小企業

		長 チョウ		⑬補 ホ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研基幹整備（筑波特高変電所高圧コンデンサ更新）工事		施設整備-施設部-[大穂]ライフライン再生[電設]-施設整備費		0		0		97,200,000		(株)東芝　エネルギーソリューション営業部		0443310730		E0E31C011016F		A17008688								5/25/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		11/14/17				城野　雅明		氏家　和輝		11/10/17		工事		大企業		1875/07/01

				⑬改修費合計（補助金） カイシュウ ヒ ゴウケイ ホジョキン												197,255,600

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟屋上防水改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		20,452,000		水戸屋建設(株)		0296735158		E0E31C010016F		A17021479				A17032777		出来高払い		9/28/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/5/18				城野　雅明		赤池　健		3/20/18		工事		中小企業

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギーセンター等真空式温水機取替その他工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		19,548,000		カンキ工業（有）		0298855110		E0E31C010016F		A17013799								7/12/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		11/29/17				城野　雅明		今村　誠一		11/30/17		工事		中小企業

				⑬改修費合計（営繕費） カイシュウ ヒ ゴウケイ エイゼン ヒ												40,000,000

		P		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギーセンター等真空式温水機取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		5,292,000		カンキ工業（有）		0298855110		A0E31BPC1206F		A17013799								7/12/17		プロジェクト対象		工事		一般競争契約		D		成果進行型		11/29/17				城野　雅明		今村　誠一		11/30/17		工事		中小企業

		P		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギーセンター等真空式温水機取替その他工事		先端研究推進費-加五-リニアック(B)-共通2		0		0		6,048,000		カンキ工業（有）		0298855110		I1C25BC02156F		A17013799								7/12/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		11/29/17				城野　雅明		今村　誠一		11/30/17		工事		中小企業

		長 チョウ		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟屋上防水改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		4,064,000		水戸屋建設(株)		0296735158		A0E31SC81106F		A17021479				A17032777		出来高払い		9/28/17		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		期間進行型		3/5/18				城野　雅明		赤池　健		3/20/18		工事		中小企業

		長 チョウ		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟屋上防水改修工事（設計変更）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		1,512,000		水戸屋建設(株)		0296735158		A0E31SC81106F		A17032183		A17032183		A17032777		出来高払い		1/4/18		プロジェクト対象外		工事		一般競争契約		D		期間進行型		3/5/18				城野　雅明		赤池　健		3/20/18		工事		中小企業

				⑬改修費合計（自己資金等） カイシュウ ヒ ゴウケイ ジコ シキン トウ												16,916,000
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		区分 クブン		項目 コウモク		形態別科目		件名		予算名称(細目レベル)		無効額		見込額		済額		債主名称		債主コード		契約種類		契約方式		目的別科目		進行基準		未払金伝票仕訳日		検収場所		決議書担当者		決議書使用者		決議書納入期限		官公需種別		官公需区分		創業年月日		予算コード		決議申請伝票番号		集約番号		原因決議番号		原因		支払年月日		日付		プロジェクト

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館３階３４５室北側両開き木製建具改修工事		運交金-素長-素核研共通(一般)-物件費		0		0		318,600		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		C		期間進行型		12/3/18				城野　雅明		德宿　克夫		1/18/19		工事		中小企業				A0A01SD01106F		A18024704		A18024704						12/25/18		11/1/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟外部通路庇ポリカーボネイト板取設工事		運交金-素核研-Belle(B)-物件費・実験室安全		0		0		518,400		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		工事		随意契約		D		成果進行型		10/30/18				城野　雅明		林　浩平		11/16/18		工事		中小企業				A0A20BDk1216F		A18020530		A18020530						11/22/18		9/21/18		Bファクトリーによる実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波第１コンプレッサー棟西側扉鋼製建具改修工事		運交金-素核研-Belle(B)-物件費・低温		0		0		333,720		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		D		成果進行型		3/13/19				城野　雅明		近藤　良也		3/22/19		工事		中小企業				A0A20BDk1246F		A18031977		A18031977						3/25/19		12/20/18		Bファクトリーによる実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研回路倉庫西側火災報知設備用ケーブル切り離し他		運交金-素核研-回路倉庫経費(一般)-物件費		0		0		35,640		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		その他		随意契約		E		期間進行型		7/6/18				江口　洋		島崎　昇一		7/6/18		役務		大企業				A0A20SD98106F		A18010243		A18010243						7/25/18		6/25/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大強度放射光第２ボンベ保管庫入口扉鍵改修工事		運交金-素核研-低温(一般)-物件費		0		0		27,000		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		C		期間進行型		3/1/19				城野　雅明		槙田　康博		3/15/19		工事		中小企業				A0A20SDi1106F		A18031674		A18031674						3/25/19		1/15/19		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟１０８室鍵交換工事		運交金-素核研-メカニカルE(一般)-物件費		0		0		20,196		つくばキーセンター　澤邉久輝		0298392000		工事		随意契約		C		期間進行型		8/27/18				江口　洋		牧　宗慶		8/31/18		工事		中小企業				A0A20SDu1106F		A18013908		A18013908						9/25/18		7/20/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟１階便所ピクトサイン取設工事		運交金-素核研-エレクトロS(一般)-物件費		0		0		41,040		いーむらーと		0298371146		工事		随意契約		C		期間進行型		8/31/18				江口　洋		島崎　昇一		9/7/18		工事		中小企業				A0A20SDv1106F		A18015122		A18015122						9/25/18		7/30/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホール西側漏水補修工事		運交金-素核研-実験室安全(一般)-物件費		0		0		972,000		古谷建設（株）		0297351456		工事		随意契約		C		期間進行型		12/3/18				城野　雅明		田中　伸晃		11/30/18		工事		中小企業				A0A20SDx1106F		A18021601		A18021601						12/25/18		10/15/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研北カウンターホール２階コントロール室照明用スイッチ移設工事		運交金-素核研-実験室安全(一般)-物件費		0		0		64,800		（株）須藤電気商会		0298211329		工事		随意契約		C		期間進行型		12/26/18				城野　雅明		田中　伸晃		12/26/18		工事		中小企業				A0A20SDx1106F		A18023469		A18023469						1/25/19		11/29/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館２階２３５室等電話回線移設		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		0		0		15,525		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		0298215331		その他		随意契約		C		期間進行型		4/20/18				江口　洋		福島　裕隆		4/20/18		役務		大企業				A0B01SD07106F		A18003357								5/25/18		4/11/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館２階２３６室等電話回線移設　他		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		0		0		31,050		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		0298215331		その他		随意契約		C		期間進行型		6/1/18				江口　洋		永田　直美		6/1/18		役務		大企業				A0B01SD07106F		A18007465		A18007465						6/25/18		5/25/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館２階２３５室前廊下無線ＬＡＮ用モジュラーコンセント取設工事		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		0		0		60,480		メイデン（株）		0297622509		工事		随意契約		C		期間進行型		6/29/18				江口　洋		小杉　信博		6/29/18		工事		中小企業				A0B01SD07106F		A18010699		A18010699						7/25/18		6/20/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館２４２室西側窓遮熱フィルム取設工事		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		0		0		239,760		(株)山三		0298563678		その他		随意契約		C		期間進行型		7/11/18				江口　洋		永田　直美		8/6/18		役務		中小企業				A0B01SD07106F		A18011693		A18011693						7/25/18		6/22/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館２階Ｐタイル補修工事		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		0		0		104,760		古谷建設（株）		0297351456		工事		随意契約		C		期間進行型		3/15/19				城野　雅明		永田　直美		3/22/19		工事		中小企業				A0B01SD07106F		A18033660		A18033660						4/25/19		1/21/19		プロジェクト対象外

		P		①		環境整備		建屋高圧洗浄作業　一式		運交金-物長-PF実験施設長裁量経費(一般)-物件費		0		0		72,360		（有）エアリー		0298500133		その他		随意契約		D		期間進行型		3/27/19		納入場所		岡野　清美		船守　展正		3/27/19		役務		中小企業				A0B01SD9b1074		A18038337		A18038337						4/25/19		3/6/19		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ実験準備棟１階１０４室前廊下無線ＬＡＮ用モジュラーコンセント取設工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		58,860		メイデン（株）		0297622509		工事		随意契約		D		成果進行型		9/27/18				江口　洋		足立　伸一		10/3/18		工事		中小企業				A0B10PD02106F		A18019373		A18019373						10/25/18		9/20/18		放射光施設による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟等レーザー実験ブース自動火災報知設備取設他工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		246,240		メイデン（株）		0297622509		工事		随意契約		D		成果進行型		3/27/19				城野　雅明		鈴木　士亜斗		3/27/19		工事		中小企業				A0B10PD02106F		A18040555								4/25/19		3/20/19		放射光施設による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟実験排水ポンプ取替工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-施設工事		0		0		561,600		カンキ工業（有）		0298855110		工事		随意契約		D		成果進行型		6/29/18				江口　洋		小山　篤		6/29/18		工事		中小企業				A0B10PD02146F		A18007086		A18007086						7/25/18		5/21/18		放射光施設による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研サブ変電所Ｓ－１４低圧実験盤（Q）－１　６ＳＭ４補助機械棟用ブレーカ取替工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-施設工事		0		0		194,400		（株）須藤電気商会		0298211329		工事		随意契約		D		成果進行型		8/9/18				江口　洋		豊島　章雄		8/10/18		工事		中小企業				A0B10PD02146F		A18011707		A18011707						9/25/18		7/5/18		放射光施設による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟実験室系統給湯器取替工事 		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-生命科学GL留置		0		0		200,880		（有）佐藤管理工業		0298234047		工事		随意契約		D		成果進行型		2/18/19				城野　雅明		千田　俊哉		2/18/19		工事		中小企業				A0B10PD02546F		A18033964		A18033964						3/25/19		1/24/19		放射光施設による実験研究

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館６階流し裏パーティション撤去工事		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		0		0		68,040		古谷建設（株）		0297351456		工事		随意契約		C		期間進行型		3/15/19				城野　雅明		山口　誠哉		3/15/19		工事		中小企業				A0C01SD06106F		A18035779		A18035779						4/25/19		2/5/19		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超電導加速器利用促進化推進コンプレッサー棟等ＬＥＤ投光器他取設工事		運交金-加施設長-COI整備費(一般)-物件費		0		0		201,960		（株）須藤電気商会		0298211329		工事		随意契約		C		期間進行型		8/9/18				江口　洋		福島　裕隆		8/10/18		工事		中小企業				A0C01SDT1106F		A18012038								9/25/18		6/22/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超電導加速器利用促進化推進コンプレッサー棟入口扉子鍵作成		運交金-加施設長-COI整備費(一般)-物件費		0		0		3,024		つくばキーセンター　澤邉久輝		0298392000		その他		随意契約		C		期間進行型		8/21/18				江口　洋		原　和文		9/25/18		役務		中小企業				A0C01SDT1106F		A18015719		A18015719						9/25/18		8/8/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超電導加速器利用促進化推進棟大型クリーンルーム等火災報知器設備取設その他工事		運交金-加施設長-COI整備費(一般)-物件費		0		0		32,103		メイデン（株）		0297622509		工事		随意契約		C		期間進行型		11/22/18				城野　雅明		早野　仁司		11/22/18		工事		中小企業				A0C01SDT1106F		A18015552		A18015552						12/25/18		10/5/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ物理第３収納庫北側扉子鍵作成		運交金-加三-加速器三系(一般)-加三系共通		0		0		5,832		つくばキーセンター　澤邉久輝		0298392000		その他		随意契約		C		期間進行型		8/21/18				江口　洋		原　和文		9/25/18		役務		中小企業				A0C23SD23106F		A18015721		A18015721						9/25/18		8/8/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ物理第１低温棟パッケージ形空調機取替工事		運交金-加五-リニアック(B)-マイクロ波1		0		0		663,120		空調システムサービス（株）		02983658751		工事		随意契約		D		成果進行型		6/29/18				江口　洋		荒川　大		6/29/18		工事		中小企業				A0C25BD02106F		A18006497		A18006497						7/25/18		5/28/18		Bファクトリーによる実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟等クライストロンギャラリー実験盤ＥＸ‐Ｎｅｗ‐ＳＣ‐４改修他工事		運交金-加五-リニアック(B)-加速管・陽電子1		0		0		636,120		（株）須藤電気商会		0298211329		工事		随意契約		D		成果進行型		2/22/19				城野　雅明		丸山　雅史		2/22/19		工事		中小企業				A0C25BD02116F		A18035558								3/25/19		1/25/19		Bファクトリーによる実験研究

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器コントロール棟便所洗面器自動水栓取替工事		運交金-加五-リニアック(B)-共通1		0		0		145,800		（有）佐藤管理工業		0298234047		工事		随意契約		D		成果進行型		6/15/18				江口　洋		紙谷　琢哉		6/15/18		工事		中小企業				A0C25BD02166F		A18007513		A18007513						7/25/18		5/15/18		Bファクトリーによる実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟低速陽電子施設入口扉電気錠取設工事		運交金-加五-リニアック(B)-共通1		0		0		107,946		つくばキーセンター　澤邉久輝		0298392000		工事		随意契約		D		成果進行型		7/24/18				江口　洋		紙谷　琢哉		8/17/18		工事		中小企業				A0C25BD02166F		A18011623		A18011623						8/24/18		6/21/18		Bファクトリーによる実験研究

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器コントロール棟クライストロン実験準備室たてどい交換その他工事		運交金-加五-リニアック(B)-共通1		0		0		897,480		古谷建設（株）		0297351456		工事		随意契約		D		成果進行型		10/16/18				江口　洋		紙谷　琢哉		10/26/18		工事		中小企業				A0C25BD02166F		A18018430		A18018430						10/25/18		9/7/18		Bファクトリーによる実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟加速管組立室雨漏れ補修工事		運交金-加五-リニアック(B)-共通1		0		0		302,400		美野里塗防工業（株）		0299470084		工事		随意契約		D		成果進行型		10/18/18				江口　洋		紙谷　琢哉		10/19/18		工事		中小企業				A0C25BD02166F		A18019244		A18019244						11/22/18		9/14/18		Bファクトリーによる実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟Ｍ４機械室漏水補修その他工事		運交金-加五-リニアック(B)-共通1		0		0		144,720		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		工事		随意契約		D		成果進行型		10/1/18				城野　雅明		紙谷　琢哉		9/28/18		工事		中小企業				A0C25BD02166F		A18019799		A18019799						10/25/18		8/31/18		Bファクトリーによる実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟純水冷却水仕切弁取替工事		運交金-加五-リニアック(B)-共通1		0		0		972,000		カンキ工業（有）		0298855110		工事		随意契約		D		成果進行型		1/31/19				城野　雅明		紙谷　琢哉		1/31/19		工事		中小企業				A0C25BD02166F		A18022959		A18022959						2/25/19		10/22/18		Bファクトリーによる実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟クライストロンギャラリー第２搬入口等スロープ取設工事		運交金-加五-リニアック(B)-共通1		0		0		756,000		古谷建設（株）		0297351456		工事		随意契約		D		成果進行型		2/6/19				城野　雅明		峠　暢一		2/8/19		工事		中小企業				A0C25BD02166F		A18026190		A18026190						2/25/19		11/13/18		Bファクトリーによる実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟ＥＸＰ．Ｊ補修工事		運交金-加五-リニアック(B)-共通1		0		0		61,560		古谷建設（株）		0297351456		工事		随意契約		D		成果進行型		3/22/19				城野　雅明		峠　暢一		3/15/19		工事		中小企業				A0C25BD02166F		A18036878		A18036878						4/25/19		2/18/19		Bファクトリーによる実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟クライストロンギャラリー第２搬入口鋼製建具改修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通3		0		0		972,000		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		D		成果進行型		9/18/18				江口　洋		紙谷　琢哉		10/19/18		工事		中小企業				A0C25PD02176F		A18013201		A18013201						10/25/18		7/5/18		放射光施設による実験研究

		P		①		環境整備		高エネ研電子陽電子入射器棟第３ビームスイッチヤード搬入スロープ側溝清掃業務		運交金-加五-リニアック(PF)-共通3		0		0		113,400		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		10/23/18				城野　雅明		峠　暢一		11/2/18		役務		中小企業				A0C25PD021774		A18022806		A18022806						11/22/18		10/15/18		放射光施設による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟等塗床補修工事		運交金-加五-リニアック(PF)-共通3		0		0		2,451,600		古谷建設（株）		0297351456		工事		随意契約		D		成果進行型		3/25/19				廣瀬　欽一		紙谷　琢哉		3/25/19		工事		中小企業				A0C25PD02176F		A18031268		A18031268						4/25/19		1/16/19		放射光施設による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ電源棟南側入口鋼製建具改修工事		運交金-加七-光源運転経費(PF)-光源第1グループ		0		0		333,720		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		D		成果進行型		8/1/18				江口　洋		原田　健太郎		8/10/18		工事		中小企業				A0C27PD03106F		A18008328		A18008328						8/24/18		6/11/18		放射光施設による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟エレベーター西側らせん階段補強工事		運交金-加七-光源運転経費(PF)-共通経費		0		0		216,000		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		工事		随意契約		D		成果進行型		11/7/18				江口　洋		野上　隆史		11/7/18		工事		中小企業				A0C27PD03176F		A18016752		A18016752						11/22/18		8/27/18		放射光施設による実験研究

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟２０８室鋼製建具覗き窓取設工事		運交金-加七-加速器七系(一般)-研究主幹		0		0		97,200		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		工事		随意契約		C		期間進行型		7/19/18				江口　洋		小林　幸則		8/8/18		工事		中小企業				A0C27SD27106F		A18010388		A18010388						8/24/18		6/13/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超電導加速器利用促進化推進コンプレッサー棟等ＬＥＤ投光器他取設工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		111,240		（株）須藤電気商会		0298211329		工事		随意契約		D		成果進行型		8/9/18				江口　洋		福島　裕隆		8/10/18		工事		中小企業				A0C28BD01106F		A18012038								9/25/18		6/22/18		Bファクトリーによる実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＢＴトンネル脱出口建屋鋼製建具改修工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		475,200		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		工事		随意契約		D		成果進行型		10/1/18				江口　洋		三増　俊広		10/26/18		工事		中小企業				A0C28BD01106F		A18013885		A18013885						10/25/18		7/26/18		Bファクトリーによる実験研究

		長 チョウ		①		構築物		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟純水５系統冷却水配管機器点検架台取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		963,360		(株）山一		0292871390		工事		随意契約		D		成果進行型		8/31/18				江口　洋		礒﨑　操		8/31/18		工事		中小企業				A0F01JDE23004		A18009970		A18009970						9/25/18		6/4/18		大強度陽子加速器による実験研究

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟会議室エアコン更新工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		0		0		726,840		空調システムサービス（株）		02983658751		工事		随意契約		D		成果進行型		11/30/18				城野　雅明		飛山　真理		11/30/18		工事		中小企業				A0C28BD01106F		A18023323		A18023323						12/25/18		10/31/18		Bファクトリーによる実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D7電源棟ドレン補修工事		運交金-加三・四-B運転(B)-RFシステム		0		0		2,268,000		水戸屋建設(株)		0296735158		工事		随意契約		D		成果進行型		2/6/19				廣瀬　欽一		丸塚　勝美		2/22/19		工事		中小企業				A0C28BD01126F		A18030333		A18030333						2/25/19		1/15/19		Bファクトリーによる実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研MR・D4電源棟北西側外壁補修工事		運交金-加三・四-B運転(B)-RFシステム		0		0		1,933,200		美野里塗防工業（株）		0299470084		工事		随意契約		D		成果進行型		3/25/19				廣瀬　欽一		渡邉　謙		3/25/19		工事		中小企業				A0C28BD01126F		A18033694		A18033694						4/25/19		2/5/19		Bファクトリーによる実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１０電源棟高周波加速器室ピット漏水補修工事		運交金-加三・四-B運転(B)-超伝導空洞		0		0		475,200		（株）ミヤモト開発		0298738220		工事		随意契約		D		成果進行型		12/18/18				城野　雅明		森田　欣之		1/18/19		工事		中小企業				A0C28BD01146F		A18027143		A18027143						1/25/19		11/28/18		Bファクトリーによる実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟放射線管理室壁補修工事		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB施設・安全		0		0		972,000		古谷建設（株）		0297351456		工事		随意契約		D		成果進行型		3/26/19				城野　雅明		三増　俊広		3/22/19		工事		中小企業				A0C28BD01166F		A18013886		A18013886						4/25/19		1/21/19		Bファクトリーによる実験研究

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射線管理棟２階湯沸室混合栓取設工事		運交金-共通施設長-共通経費(一般)-放射線科学センター		0		0		38,880		カンキ工業（有）		0298855110		工事		随意契約		C		期間進行型		5/18/18				江口　洋		高原　伸一		5/18/18		工事		中小企業				A0D01SD01116F		A18004817		A18004817						6/25/18		4/5/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＲＩ実験準備棟等ドアクローザ設置工事		運交金-共通施設長-共通経費(一般)-放射線科学センター		0		0		108,000		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		C		期間進行型		3/25/19				城野　雅明		豊田　晃弘		3/25/19		工事		中小企業				A0D01SD01116F		A18036377		A18036377						4/25/19		2/19/19		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中性子中間子ビームライン制御棟パッケージ形空調機圧縮機他取替		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		356,400		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		E		期間進行型		9/28/18				城野　雅明		前田　裕文		9/28/18		役務		中小企業				A0D12SD08116F		A18019709		A18019709						10/25/18		9/10/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研中性子中間子ビームライン制御棟ＡＣＰ‐１圧縮機他取替工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		392,040		高橋興業（株）		0298242211		工事		随意契約		E		期間進行型		10/17/18				城野　雅明		前田　裕文		10/17/18		工事		中小企業				A0D12SD08116F		A18021722		A18021722						11/22/18		10/2/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機北棟南側入口等鋼製建具改修工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		939,600		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		工事		随意契約		E		期間進行型		3/18/19				城野　雅明		前田　裕文		3/15/19		工事		中小企業				A0D12SD08116F		A18023703		A18023703						4/25/19		11/5/18		プロジェクト対象外

		P		①		備品費		高エネ研計算機北棟第２マシン室配電盤メーター取付　一式		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-大型ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ研究共同利用経費		0		0		280,800		（株）須藤電気商会		0298211329		その他		随意契約		D		期間進行型		3/28/19		納入場所		板山　裕之		石川　正		3/28/19		役務		中小企業				A0D12SD082447		A18038756		A18038756						4/25/19		3/8/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１低温棟マシン室シャッター改修その他工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		799,200		（株）近藤工務店		0298360207		工事		随意契約		E		期間進行型		12/28/18				城野　雅明		中本　建志		12/21/18		工事		中小企業				A0D13SD09106F		A18027036		A18027036						1/25/19		10/23/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２低温棟冷却水ポンプ（Ｐ－１６、１７）動力設備改修その他工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-冷凍機維持経費		0		0		9,180,000		東洋プラント工業（株）		0298428611		工事		一般競争契約		E		期間進行型		12/10/18				江口　洋		中本　建志		12/14/18		工事		中小企業				A0D13SD09116F		A18007624		A18007624						12/25/18		8/21/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２低温棟冷却塔（ＣＴ－１６）コイルユニット取替工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-冷凍機維持経費		0		0		432,000		空研工業（株）東京支店		0334640161		工事		随意契約		E		期間進行型		3/18/19				城野　雅明		田中　賢一		3/8/19		工事		中小企業				A0D13SD09116F		A18032409		A18032409						4/25/19		1/15/19		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２低温棟密閉型冷却塔コイルユニット取替工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-冷凍機維持経費		0		0		518,400		空研工業（株）東京支店		0334640161		工事		随意契約		E		期間進行型		3/22/19				城野　雅明		田中　賢一		3/22/19		工事		中小企業				A0D13SD09116F		A18036952		A18036952						4/25/19		2/15/19		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟加工室南側等窓遮熱フィルム取設工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		993,546		（有）エスケーサービス		0298651381		工事		随意契約		E		期間進行型		7/31/18				江口　洋		文珠四郎　秀昭		8/16/18		工事		中小企業				A0D14SD0b106F		A18013894		A18013894						8/24/18		7/13/18		プロジェクト対象外

		P		①		備品費		高エネ研先端加速器試験棟冷却式冷却塔（D-CT1～3）冷却水管理装置設置工事　一式		運交金-日米-早野・物件費・国内-先端加速器・ATF/ATF2		0		0		820,800		アクアス(株)つくば営業所		0298471321		製造		随意契約		D		期間進行型		5/10/18		納入場所		佐藤　正和		内藤　孝		5/31/18		物品		中小企業				A0E11ND151147		A18006883		A18006883						6/25/18		4/4/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢ地区サブ変電所Ｓ－１０３等変圧器取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		226,400		木村電設工業（株）		0298722111		工事		一般競争契約		D		成果進行型		9/4/18				江口　洋		藤田　啓嗣		9/7/18		工事		中小企業				A0E31BPD1106F		A18008100								9/25/18		5/23/18		プロジェクト対象

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器コントロール室等照明器具取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		281,880		常伸電通システム（株）		0298242757		工事		随意契約		D		成果進行型		5/25/18				江口　洋		鈴木　士亜斗		5/25/18		工事		中小企業				A0E31BPD1106F		A18009793								6/25/18		5/18/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢ地区サブ変電設備改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		513,000		メイデン（株）		0297622509		工事		随意契約		D		成果進行型		8/23/18				江口　洋		丸山　雅史		8/24/18		工事		中小企業				A0E31BPD1106F		A18011129		A18011129						9/25/18		6/21/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ２電源棟サブ変電所Ｓ－１０４油入計器用変圧器撤去その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		216,000		市村電気工業（株）		0298574050		工事		随意契約		D		成果進行型		8/24/18				江口　洋		丸山　雅史		8/24/18		工事		中小企業				A0E31BPD1106F		A18011119		A18011119						9/25/18		6/28/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ地区等サブ変電設備改修他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		831,600		（有）森田電気商会		0298640479		工事		随意契約		D		成果進行型		8/23/18				江口　洋		丸山　雅史		8/24/18		工事		中小企業				A0E31BPD1106F		A18012236		A18012236						9/25/18		6/27/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ実験準備棟等実験室安定器取替他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		160,920		（有）森田電気商会		0298640479		工事		随意契約		D		成果進行型		8/20/18				江口　洋		丸山　雅史		8/10/18		工事		中小企業				A0E31BPD1106F		A18014187		A18014187						9/25/18		7/10/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢ地区サブ変電所Ｓ－３０３等Ｂ種接地用配線工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		91,800		木村電設工業（株）		0298722111		工事		随意契約		D		成果進行型		8/20/18				江口　洋		鈴木　士亜斗		8/17/18		工事		中小企業				A0E31BPD1106F		A18015657		A18015657						9/25/18		7/26/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ７電源棟サブ変電所Ｓ－３０１油入計器用変圧器撤去その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		767,880		（有）信濃電設		0298574335		工事		随意契約		D		成果進行型		8/27/18				江口　洋		丸山　雅史		8/27/18		工事		中小企業				A0E31BPD1106F		A18015792		A18015792						9/25/18		7/20/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研サブ変電所Ｓ－５０６受電盤（Ｑ）高圧ケーブル更新工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		982,800		（株）須藤電気商会		0298211329		工事		随意契約		D		成果進行型		10/12/18				江口　洋		丸山　雅史		10/12/18		工事		中小企業				A0E31BPD1106F		A18018914		A18018914						10/25/18		8/28/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研サブ変電所Ｓ－５０３非常用動力（Ｑ）盤Ｍ３－ＣＰ－１用ブレーカ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		140,400		（株）須藤電気商会		0298211329		工事		随意契約		D		成果進行型		10/5/18				江口　洋		丸山　雅史		10/5/18		工事		中小企業				A0E31BPD1106F		A18018582		A18018582						10/25/18		9/4/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟等非常用照明器具他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		507,600		（株）須藤電気商会		0298211329		工事		随意契約		D		成果進行型		10/5/18				城野　雅明		鈴木　士亜斗		10/5/18		工事		中小企業				A0E31BPD1106F		A18019300		A18019300						10/25/18		9/10/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研サブ変電所Ｓ－５０７受電盤（Ｑ）真空遮断器取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		955,800		（株）国分電機		0295531536		工事		随意契約		D		成果進行型		11/7/18				城野　雅明		丸山　雅史		11/7/18		工事		中小企業				A0E31BPD1106F		A18021229		A18021229						12/25/18		9/25/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟エレキハット系統水冷式冷却塔（ＴＭ－ＣＴ－７－２）散水ポンプ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		210,600		（有）佐藤管理工業		0298234047		工事		随意契約		D		成果進行型		6/15/18				江口　洋		髙巣　友和		6/15/18		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18003606		A18003606						7/25/18		4/24/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟１階機械室等送風機Ｖベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		511,920		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		5/28/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		5/28/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206F		A18006039		A18006039						6/25/18		5/1/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ８電源棟パッケージ形空調機圧縮機他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		827,820		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		6/8/18		納入場所		江口　洋		飯塚　征也		6/8/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206F		A18007162		A18007162						6/25/18		5/11/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研 ＭＲ １２ＳＭ７補助機械棟空調機他修理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		734,400		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		6/29/18		納入場所		江口　洋		飯塚　征也		6/29/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206F		A18008077		A18008077						7/25/18		5/23/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ西実験棟１階制御室パッケージ形空調機取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		962,280		空調システムサービス（株）		02983658751		工事		随意契約		D		成果進行型		7/20/18				江口　洋		飯塚　征也		7/20/18		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18009249		A18009249						8/24/18		6/5/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟１階機械室等空調機冷水二方弁前ストレーナー清掃その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		232,200		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		6/25/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		6/25/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206F		A18008914		A18008914						7/25/18		6/4/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ８電源棟純水製造装置（ＦＭ－ＰＷＵ－１）活性炭ろ過塔その他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		421,200		平成理研（株）茨城営業所		0297427300		その他		随意契約		D		成果進行型		8/27/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		8/31/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206F		A18008548		A18008548						9/25/18		6/13/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲＤ６電源棟ＡＣＰ－１－２空調機圧縮機他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		641,520		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		7/27/18		納入場所		江口　洋		飯塚　征也		7/27/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206F		A18012584		A18012584						8/24/18		6/11/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ８電源棟等パッケージ形空調機シロッコファン他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		830,520		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		8/20/18		納入場所		江口　洋		飯塚　征也		8/10/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206F		A18013129		A18013129						9/25/18		7/9/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン冷温水発生機（ＲＢ－１）吸収液ポンプ取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		920,160		パナソニック産機システムズ(株)　首都圏支店		0336845341		その他		随意契約		D		成果進行型		9/28/18		納入場所		江口　洋		清岡　翔吾		9/28/18		役務		大企業				A0E31BPD1206F		A18012695		A18012695						10/25/18		7/2/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟１階機械室等圧力扇取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		209,520		（有）佐藤管理工業		0298234047		工事		随意契約		D		成果進行型		8/20/18				江口　洋		見持　歩樹		8/10/18		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18008918		A18008918						9/25/18		7/3/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン冷温水発生機（ＲＢ－１）抽気ポンプ他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		693,900		パナソニック産機システムズ(株)　首都圏支店		0336845341		その他		随意契約		D		成果進行型		10/23/18		納入場所		江口　洋		清岡　翔吾		10/23/18		役務		大企業				A0E31BPD1206F		A18014166		A18014166						11/22/18		7/25/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢ地区他ＥＤタンクサンプリング用水栓取付工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		702,000		（株）楠原管工業		0296242445		工事		随意契約		D		成果進行型		9/28/18				江口　洋		髙巣　友和		9/28/18		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18014338		A18014338						10/25/18		7/25/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＤＲ機械棟純水補給水管流量計取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		291,600		カンキ工業（有）		0298855110		工事		随意契約		D		成果進行型		9/21/18				江口　洋		髙巣　友和		9/21/18		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18014210		A18014210						10/25/18		7/13/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ東実験棟等プレート式熱交換器他用デジタル指示調節計取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		324,000		（株）オーテック　環境システム事業部　東関東支店		0298392002		工事		随意契約		D		成果進行型		9/14/18				江口　洋		髙巣　友和		9/14/18		工事		大企業				A0E31BPD1206F		A18014650		A18014650						10/25/18		7/27/18		プロジェクト対象

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟等設備監視室ルームエアコン取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		710,640		空調システムサービス（株）		02983658751		工事		随意契約		D		成果進行型		9/21/18				江口　洋		飯塚　征也		9/21/18		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18015413		A18015413						10/25/18		7/31/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟２階機械室膨張タンク用窒素配管修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		194,400		（有）佐藤管理工業		0298234047		工事		随意契約		D		成果進行型		8/27/18				江口　洋		髙巣　友和		8/27/18		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18015571		A18015571						9/25/18		8/3/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟他実験冷却水膨張タンク圧力指示調節計取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		194,400		（株）オーテック　環境システム事業部　東関東支店		0298392002		工事		随意契約		D		成果進行型		8/24/18				江口　洋		國府田　正彦		8/24/18		工事		大企業				A0E31BPD1206F		A18015700		A18015700						9/25/18		8/7/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセン吸収式冷温水発生機バーナーモーター他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		653,940		パナソニック産機システムズ(株)　首都圏支店		0336845341		供給		随意契約		D		成果進行型		10/31/18		納入場所		江口　洋		清岡　翔吾		10/31/18		物品		大企業				A0E31BPD1206F		A18016453		A18016453						11/22/18		8/20/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟１階男子トイレ等手洗い器止水不良修理その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		331,560		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		8/27/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		8/27/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206F		A18016343		A18016343						9/25/18		8/6/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟等Ｍ０機械室Ｃ系統導電率検出器他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		810,000		（株）オーテック　環境システム事業部　東関東支店		0298392002		工事		随意契約		D		成果進行型		10/31/18				江口　洋		見持　歩樹		10/31/18		工事		大企業				A0E31BPD1206F		A18016939		A18016939						11/22/18		8/24/18		プロジェクト対象

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟１階設備監視用控室パッケージ形空調機更新工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		389,880		空調システムサービス（株）		02983658751		工事		随意契約		D		成果進行型		9/21/18				江口　洋		飯塚　征也		9/21/18		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18017515		A18017515						10/25/18		8/27/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ南実験棟チラー（ＡＳ－ＣＨ－５）温水管バイパス取設工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		993,600		第一工業（株）茨城営業所		0298426560		工事		随意契約		D		成果進行型		11/9/18				江口　洋		清岡　翔吾		11/9/18		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18017182		A18017182						11/22/18		8/27/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟等チラー（ＡＮ－ＣＨ－１）他更新工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		29,193,480		川崎設備工業（株）東関東支店		0298264311-1		工事		一般競争契約		D		成果進行型		2/18/19				江口　洋		清岡　翔吾		2/15/19		工事		大企業		10/29/51		A0E31BPD1206F		A18018558								3/25/19		9/5/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟１階機械室冷水２次ポンプ（ＣＷＰ－５－１）主軸他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		648,000		（株）増田鉄工場東京支店		0336678765		工事		随意契約		D		成果進行型		11/20/18				江口　洋		髙巣　友和		11/16/18		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18019158		A18019158						12/25/18		9/14/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ８電源棟Ｄ８－７パッケージ形空調機ファン他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		743,580		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		10/19/18		納入場所		城野　雅明		飯塚　征也		10/19/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206F		A18019885		A18019885						11/22/18		9/25/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギーセンターガス検知器修理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		3,456		新コスモス電機（株）東日本支社		0354032700		その他		随意契約		D		成果進行型		10/17/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		10/17/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206F		A18021199		A18021199						11/22/18		10/3/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟地下１階実験ホール等湧水排水ポンプ取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		565,920		㈱ショウテック　つくば営業所		0298461741		工事		随意契約		D		成果進行型		11/21/18				城野　雅明		見持　歩樹		11/22/18		工事		中小企業		3/3/92		A0E31BPD1206F		A18001939		A18001939						12/25/18		10/4/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北西実験棟空冷チラー（ＡＮ－ＣＨ－５）フィンコイル修理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		844,560		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		11/30/18		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		11/30/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206F		A18022550		A18022550						12/25/18		10/16/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ‐ＡＲ共同研究棟等女子便所大便器電源基板その他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		60,264		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　北関東支店　茨城営業所		0296439716		工事		随意契約		D		成果進行型		10/22/18				城野　雅明		見持　歩樹		10/22/18		工事		大企業				A0E31BPD1206F		A18021015		A18021015						11/22/18		9/14/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ実験準備棟等パッケージ形空調機取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		9,819,360		空調システムサービス（株）		02983658751		工事		一般競争契約		D		成果進行型		2/15/19				城野　雅明		飯塚　征也		2/15/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18024213								3/25/19		10/30/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ８電源棟等パッケージ形空調機圧縮機他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		697,092		高橋興業（株）		0298242211		工事		随意契約		D		成果進行型		12/14/18				城野　雅明		飯塚　征也		12/14/18		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18025711		A18025711						12/25/18		11/14/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＭＲ・Ｄ８電源棟等パッケージ形空調機圧縮機他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		63,228		高橋興業（株）		0298242211		工事		随意契約		D		成果進行型		12/14/18				城野　雅明		飯塚　征也		12/14/18		工事		中小企業				A0E31BPD1206B		A18025711		A18025711						12/25/18		11/14/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ光源棟Ｍ８機械室等送風機Ｖベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		228,960		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		11/30/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		11/30/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206B		A18026003		A18026003						12/25/18		11/15/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ‐ＡＲ南実験棟控室空調機取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		581,040		㈱ショウテック　つくば営業所		0298461741		工事		随意契約		D		成果進行型		1/18/19				城野　雅明		飯塚　征也		1/18/19		工事		中小企業		3/3/92		A0E31BPD1206F		A18026005		A18026005						1/25/19		11/13/18		プロジェクト対象

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟放射線管理室空調機取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		494,640		㈱ショウテック　つくば営業所		0298461741		工事		随意契約		D		成果進行型		1/18/19				城野　雅明		飯塚　征也		1/18/19		工事		中小企業		3/3/92		A0E31BPD1206F		A18026332		A18026332						1/25/19		11/19/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３Ｍ機械棟等ＥＤタンクバルブ保温その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		549,720		（株）楠原管工業		0296242445		工事		随意契約		D		成果進行型		1/11/19				城野　雅明		髙巣　友和		1/11/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18026345		A18026345						1/25/19		11/22/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士実験棟ＦＭ－ＣＴ－２加速空洞系統冷却水流量計取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		820,800		（株）オーテック　環境システム事業部　東関東支店		0298392002		工事		随意契約		D		成果進行型		1/25/19				城野　雅明		髙巣　友和		1/25/19		工事		大企業				A0E31BPD1206F		A18026346		A18026346						2/25/19		11/22/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光ポンプ室屋外等冷却塔用薬液注入装置ポンプ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		870,480		栗田工業（株）土浦営業所		0292320351		工事		随意契約		D		成果進行型		12/21/18				城野　雅明		見持　歩樹		12/21/18		工事		大企業				A0E31BPD1206F		A18026520		A18026520						1/25/19		11/19/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光ポンプ室屋外等水冷式冷却塔補給水管取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		717,120		（有）佐藤管理工業		0298234047		工事		随意契約		D		成果進行型		11/30/18				城野　雅明		見持　歩樹		11/30/18		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18008920		A18008920						12/25/18		10/4/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ‐ＡＲ南実験棟第３機械室未処理水ポンプ（ＣＰ‐２‐１）軸受他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		383,400		（株）増田鉄工場東京支店		0336678765		工事		随意契約		D		成果進行型		1/11/19				城野　雅明		髙巣　友和		1/11/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18026551		A18026551						1/25/19		11/26/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ西実験棟機械室東側屋外等市水補給水管他支持金物類取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		648,000		カンキ工業（有）		0298855110		工事		随意契約		D		成果進行型		12/20/18				城野　雅明		髙巣　友和		12/20/18		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18026849		A18026849						1/25/19		11/27/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネセンＭ６機械室計装用空気源装置電子ドレンバルブ他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		988,200		共和プラント工業（株）		0488740458		工事		随意契約		D		成果進行型		1/31/19				城野　雅明		髙巣　友和		2/8/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18026649		A18026649						2/25/19		11/26/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟等冷却水流量計他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,836,000		（株）オーテック　環境システム事業部　東関東支店		0298392002		工事		随意契約		D		成果進行型		1/31/19				廣瀬　欽一		髙巣　友和		1/31/19		工事		大企業				A0E31BPD1206F		A18026556		A18026556						2/25/19		12/6/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ８電源棟等パッケージ形空調機ファンモーター他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		824,040		高橋興業（株）		0298242211		工事		随意契約		D		成果進行型		12/21/18				城野　雅明		飯塚　征也		12/21/18		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18027752		A18027752						1/25/19		12/4/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟中２階機械室等空調機Ｖベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		106,380		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		12/25/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		12/25/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206B		A18028230		A18028230						1/25/19		12/7/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光ポンプ室等冷却水膨張管改修その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		702,000		カンキ工業（有）		0298855110		工事		随意契約		D		成果進行型		1/16/19				城野　雅明		髙巣　友和		1/16/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18028931		A18028931						1/25/19		12/10/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研Ｄ２電源棟南側屋外冷却塔（ＴＭ－ＣＴ－６）防音壁撤去工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		356,400		カンキ工業（有）		0298855110		工事		随意契約		D		成果進行型		2/8/19				城野　雅明		見持　歩樹		2/8/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18030862		A18030862						2/25/19		1/4/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギーセンター冷水管空気抜き弁取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		114,480		（有）佐藤管理工業		0298234047		工事		随意契約		D		成果進行型		1/17/19				城野　雅明		川俣　晋		1/17/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18030925		A18030925						2/25/19		12/14/18		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ‐ＡＲ北実験棟第２機械室計装用空気源装置（ＣＯＭＰ‐３）チップシールその他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		345,600		共和プラント工業（株）		0488740458		工事		随意契約		D		成果進行型		2/21/19				城野　雅明		見持　歩樹		2/22/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18031224		A18031224						3/25/19		1/9/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦエネルギーセンター屋上冷却塔（Ｍ６‐ＣＴ‐１）防音壁他補修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		540,000		カンキ工業（有）		0298855110		その他		随意契約		D		成果進行型		2/28/19				城野　雅明		見持　歩樹		2/28/19		役務		中小企業				A0E31BPD1206F		A18031665		A18031665						3/25/19		1/15/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟ＴＭ‐ＣＴ‐６エレクトロニクスハット系統冷却水流量計取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		820,800		（株）オーテック　環境システム事業部　東関東支店		0298392002		工事		随意契約		D		成果進行型		3/15/19				城野　雅明		見持　歩樹		3/15/19		工事		大企業				A0E31BPD1206F		A18031668		A18031668						4/25/19		1/10/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟屋外動力制御盤冷却塔制御回路改修工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		891,000		東洋プラント工業（株）		0298428611		工事		随意契約		D		成果進行型		2/28/19				城野　雅明		清岡　翔吾		2/28/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18031773		A18031773						3/25/19		1/11/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟ＯＭ‐ＣＴ‐２冷却水温度指示調節計取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		108,000		（株）オーテック　環境システム事業部　東関東支店		0298392002		工事		随意契約		D		成果進行型		2/28/19				城野　雅明		見持　歩樹		2/28/19		工事		大企業				A0E31BPD1206F		A18032429		A18032429						3/25/19		1/15/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟機械室屋外汚水排水ポンプ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		799,200		㈱ショウテック　つくば営業所		0298461741		工事		随意契約		D		成果進行型		3/20/19				城野　雅明		見持　歩樹		3/20/19		工事		中小企業		3/3/92		A0E31BPD1206F		A18032335		A18032335						4/25/19		1/16/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＭＲ・１２ＳＭ８補助機械棟機械室等空調機Ｖベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		306,180		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		1/30/19		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		1/30/19		役務		中小企業				A0E31BPD1206B		A18032490		A18032490						2/25/19		1/9/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟空調機（ＡＣ‐ＡＣ‐１）軸受取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		151,200		空調システムサービス（株）		02983658751		工事		随意契約		D		成果進行型		2/12/19				城野　雅明		見持　歩樹		2/28/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18033065		A18033065						2/25/19		1/23/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ電源棟Ｍ７Ｂ系統冷却水温度調節器取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		108,000		（株）オーテック　環境システム事業部　東関東支店		0298392002		工事		随意契約		D		成果進行型		2/15/19				城野　雅明		見持　歩樹		2/15/19		工事		大企業				A0E31BPD1206F		A18033056		A18033056						3/25/19		1/15/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ８電源棟等パッケージ形空調機基板他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		767,340		高橋興業（株）		0298242211		工事		随意契約		D		成果進行型		2/15/19				城野　雅明		飯塚　征也		2/15/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18033261		A18033261						2/25/19		1/10/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟屋外ＯＣＰ‐ＣＰ‐１凍結防止ヒーター制御更新工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		621,000		東洋プラント工業（株）		0298428611		工事		随意契約		D		成果進行型		2/22/19				城野　雅明		清岡　翔吾		2/22/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18033416		A18033416						3/25/19		1/28/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF-AR南実験棟データコントロール室パッケージ形空調機更新工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		1,490,400		㈱ショウテック　つくば営業所		0298461741		工事		随意契約		D		成果進行型		3/20/19				廣瀬　欽一		飯塚　征也		3/20/19		工事		中小企業		3/3/92		A0E31BPD1206F		A18032968		A18032968						4/25/19		2/4/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ‐ＡＲ西実験棟機械室純水ポンプ用インバーター取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		540,000		（株）東邦製作所		0428323511		工事		随意契約		D		成果進行型		3/22/19				城野　雅明		髙巣　友和		3/22/19		工事		大企業				A0E31BPD1206F		A18034803		A18034803						4/25/19		1/23/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光ポンプ室等冷却塔コイル漏水修理工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		660,960		空研工業（株）東京支店		0334640161		工事		随意契約		D		成果進行型		2/18/19				城野　雅明		見持　歩樹		2/18/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18035034		A18035034						3/25/19		2/1/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟等パッケージ形空調機プーリー他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		905,040		高橋興業（株）		0298242211		工事		随意契約		D		成果進行型		3/8/19				城野　雅明		飯塚　征也		3/8/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18034978		A18034978						3/25/19		1/25/19		プロジェクト対象

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研物品管理庫屋外便所等フラッシュバルブ取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		195,480		（株）楠原管工業		0296242445		工事		随意契約		D		成果進行型		3/15/19				城野　雅明		見持　歩樹		3/15/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18034908		A18034908						4/25/19		1/23/19		プロジェクト対象

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟会議室空調機取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		386,640		空調システムサービス（株）		02983658751		工事		随意契約		D		成果進行型		3/20/19				城野　雅明		飯塚　征也		3/20/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18035450		A18035450						4/25/19		1/31/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネルギーセンター冷温水発生機（ＲＢ‐１）ＣＰＵ基板他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		972,000		パナソニック産機システムズ(株)　首都圏支店		0336845341		その他		随意契約		D		成果進行型		3/22/19		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		3/22/19		役務		大企業				A0E31BPD1206B		A18035513		A18035513						4/25/19		2/5/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ‐ＡＲ直接入射路Ｍ２機械棟等排風機Ｖベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		245,160		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		2/25/19		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		2/25/19		役務		中小企業				A0E31BPD1206B		A18034914		A18034914						3/25/19		2/6/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ‐ＡＲ西実験棟ＡＷ‐ＡＣ‐１系統冷水二方弁他取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		918,000		（株）オーテック　環境システム事業部　東関東支店		0298392002		工事		随意契約		D		成果進行型		3/25/19				城野　雅明		見持　歩樹		3/25/19		工事		大企業				A0E31BPD1206F		A18036786		A18036786						4/25/19		2/20/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１電源棟控室空調機取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		396,360		山崎計装電設(株)		0298410199		工事		随意契約		D		成果進行型		3/22/19				城野　雅明		飯塚　征也		3/22/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18036951		A18036951						4/25/19		2/19/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ実験準備棟屋上冷却塔散水ポンプ取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		222,480		（有）佐藤管理工業		0298234047		工事		随意契約		D		成果進行型		3/25/19				城野　雅明		見持　歩樹		3/25/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18034909		A18034909						4/25/19		3/1/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ‐ＡＲ西実験棟等チラー凍結防止ヒーター取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		351,723		高橋興業（株）		0298242211		工事		随意契約		D		成果進行型		3/13/19				城野　雅明		飯塚　征也		3/13/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18038074		A18038074						3/25/19		3/1/19		プロジェクト対象

		P		①		他委託		高エネ研ＰＦ‐ＡＲ西実験棟等チラー凍結防止ヒーター取替その他工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		26,817		高橋興業（株）		0298242211		工事		随意契約		D		成果進行型		3/13/19				城野　雅明		飯塚　征也		3/13/19		工事		中小企業				A0E31BPD12078		A18038074		A18038074						3/25/19		3/1/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ‐ＡＲ北実験棟屋外冷水配管他自動エアー抜き弁取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		237,600		カンキ工業（有）		0298855110		工事		随意契約		D		成果進行型		3/25/19				城野　雅明		見持　歩樹		3/25/19		工事		中小企業				A0E31BPD1206F		A18039216		A18039216						4/25/19		3/12/19		プロジェクト対象

		P		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ入射器棟Ｍ４機械室等屋上冷却塔Ｖベルト交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		591,840		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		3/22/19		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		3/22/19		役務		中小企業				A0E31BPD1206B		A18038750		A18038750						4/25/19		3/12/19		プロジェクト対象

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北東実験棟前室２等鋼製建具改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		417,960		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		D		期間進行型		7/20/18				江口　洋		佐倉　恭平		7/31/18		工事		中小企業				A0E31SD81106F		A18007128		A18007128						8/24/18		5/18/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ９電源棟南側外壁補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		972,000		美野里塗防工業（株）		0299470084		工事		随意契約		D		期間進行型		7/27/18				江口　洋		赤池　健		7/31/18		工事		中小企業				A0E31SD81106F		A18007394		A18007394						8/24/18		5/21/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		（特別業務）高エネ研３号館６１６室入口扉開閉不良修理　その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		435,240		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		6/25/18		納入場所		江口　洋		峯　秀介		6/25/18		役務		中小企業				A0E31SD81106F		A18009542		A18009542						7/25/18		6/8/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟風除室屋根シーリング防水補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		41,040		(株)羽原工務店		0297623950		工事		随意契約		D		期間進行型		6/12/18				江口　洋		赤池　健		6/22/18		工事		中小企業				A0E31SD81106F		A18008627		A18008627						7/25/18		6/4/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北東実験棟北東側外壁補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		194,400		美野里塗防工業（株）		0299470084		工事		随意契約		D		期間進行型		7/27/18				江口　洋		赤池　健		7/27/18		工事		中小企業				A0E31SD81106F		A18011166		A18011166						8/24/18		6/21/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館北側外部床タイル補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		149,040		（株）ミヤモト開発		0298738220		工事		随意契約		D		期間進行型		8/31/18				江口　洋		峯　秀介		8/31/18		工事		中小企業				A0E31SD81106F		A18011898		A18011898						9/25/18		6/27/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館１階新聞・雑誌コーナー自動ドア改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		345,600		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		D		期間進行型		8/22/18				江口　洋		佐倉　恭平		9/10/18		工事		中小企業				A0E31SD81106F		A18013045		A18013045						9/25/18		7/11/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研筑波実験棟外部通路庇アクリル屋根撤去工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		75,600		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		工事		随意契約		D		期間進行型		8/1/18				江口　洋		赤池　健		8/10/18		工事		中小企業				A0E31SD81106F		A18010937		A18010937						8/24/18		6/20/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研テント倉庫Ｎｏ．２等天井シート補修業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		43,200		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		7/31/18		納入場所		江口　洋		佐倉　恭平		8/10/18		役務		中小企業				A0E31SD81106F		A18013905		A18013905						8/24/18		7/20/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光高圧ガス貯蔵棟西側外壁補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		874,800		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		工事		随意契約		D		期間進行型		10/16/18				江口　洋		赤池　健		10/12/18		工事		中小企業				A0E31SD81106F		A18014880		A18014880						10/25/18		7/31/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研一般公開に伴う設営作業その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		2,732,400		(株)カタオカエンジニアリング		0298808008		その他		随意契約		D		期間進行型		9/14/18		納入場所		廣瀬　欽一		松本　利男		9/14/18		役務		中小企業				A0E31SD811078		A18014180		A18014180						10/25/18		8/2/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟西側鋼製建具ドアクローザー改修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		186,840		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		D		期間進行型		10/1/18				江口　洋		佐倉　恭平		9/28/18		工事		中小企業				A0E31SD81106F		A18015757		A18015757						10/25/18		8/7/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研計算機北棟第6マシン室入口扉ドアノブ不良修理　その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		704,160		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		9/25/18		納入場所		江口　洋		佐倉　恭平		9/25/18		役務		中小企業				A0E31SD81106B		A18019057		A18019057						10/25/18		9/11/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士第１コンプレッサー棟等外壁補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		756,000		美野里塗防工業（株）		0299470084		工事		随意契約		D		期間進行型		11/9/18				城野　雅明		赤池　健		11/9/18		工事		中小企業				A0E31SD81106F		A18018177		A18018177						11/22/18		9/26/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センターユーザーズオフィス自動ドア補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		86,400		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		D		期間進行型		11/27/18				城野　雅明		佐倉　恭平		11/29/18		工事		中小企業				A0E31SD81106F		A18023364		A18023364						12/25/18		10/25/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟１階廊下北側鋼製建具電気錠改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		64,800		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		D		期間進行型		11/21/18				城野　雅明		峯　秀介		12/21/18		工事		中小企業				A0E31SD81106F		A18025054		A18025054						12/25/18		11/9/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館３階３０４室等鋼製建具ドアクローザー改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		30,240		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		D		期間進行型		1/24/19				城野　雅明		佐倉　恭平		1/25/19		工事		中小企業				A0E31SD81106F		A18028063		A18028063						2/25/19		12/6/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士第１コンプレッサー棟ドレン補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		86,400		美野里塗防工業（株）		0299470084		工事		随意契約		D		期間進行型		1/8/19				城野　雅明		赤池　健		1/11/19		工事		中小企業				A0E31SD81106F		A18028393		A18028393						1/25/19		12/7/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研管理棟情報基盤管理課入口扉閉止不良修理その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		518,940		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		12/25/18		納入場所		城野　雅明		佐倉　恭平		12/25/18		役務		中小企業				A0E31SD81106B		A18029068		A18029068						1/25/19		12/10/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟南側風除室自動ドア補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		286,200		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		D		期間進行型		3/6/19				城野　雅明		佐倉　恭平		3/15/19		工事		中小企業				A0E31SD81106F		A18035376		A18035376						3/25/19		2/1/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館エントランスホール排煙オペレーター交換工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		255,960		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		D		期間進行型		3/25/19				城野　雅明		松本　利男		3/25/19		工事		中小企業				A0E31SD81106F		A18036232		A18036232						4/25/19		2/12/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟北側鋼製建具電気錠改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		62,640		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		D		期間進行型		3/13/19				城野　雅明		佐倉　恭平		3/20/19		工事		中小企業				A0E31SD81106F		A18037110		A18037110						3/25/19		2/22/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備保守費		（特別業務）高エネ研大穂実験棟１階低温精製機室ドアノブ不良修理その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		239,760		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		3/22/19		納入場所		城野　雅明		佐倉　恭平		3/22/19		役務		中小企業				A0E31SD81106B		A18039136		A18039136						4/25/19		3/6/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員会館理容室窓ガラス補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築[裁量]		0		0		48,600		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		D		期間進行型		3/1/19				城野　雅明		佐倉　恭平		3/8/19		工事		中小企業				A0E31SD81116F		A18032553		A18032553						3/25/19		1/21/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導・低温・真空実験棟北側中央通雨水管補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築[裁量]		0		0		421,200		（株）ミヤモト開発		0298738220		工事		随意契約		D		期間進行型		3/15/19				城野　雅明		府川　薫		3/25/19		工事		中小企業				A0E31SD81116F		A18037422		A18037422						4/25/19		2/25/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＳトンネル蛍光灯ランプ取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		25,920		（株）須藤電気商会		0298211329		その他		随意契約		D		期間進行型		5/25/18		納入場所		江口　洋		鈴木　士亜斗		5/25/18		役務		中小企業				A0E31SD81206B		A18007346		A18007346						6/25/18		5/17/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ加速器準備棟ＲＦ変調室煙感知器移設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		118,800		（有）森田電気商会		0298640479		工事		随意契約		D		期間進行型		7/12/18				江口　洋		氏家　和輝		7/13/18		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18010913		A18010913						7/25/18		6/21/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研加速器試験実験棟等蛍光灯ランプ取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		115,560		（有）信濃電設		0298574335		その他		随意契約		D		期間進行型		8/3/18		納入場所		江口　洋		鈴木　士亜斗		8/3/18		役務		中小企業				A0E31SD81206B		A18014239		A18014239						9/25/18		7/24/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１工作棟１１１室等照明器具取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		373,680		（株）須藤電気商会		0298211329		工事		随意契約		D		期間進行型		8/20/18				江口　洋		藤田　啓嗣		8/17/18		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18014704		A18014704						9/25/18		8/2/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第４低温棟サブ変電所Ｓ－２８防草シート敷設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		162,000		不二造園土木（株）		0298215438		工事		随意契約		D		期間進行型		9/21/18				江口　洋		鈴木　士亜斗		9/28/18		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18017962		A18017962						10/25/18		8/9/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２低温棟ＬＥＤ高天井用照明器具取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		982,800		メイデン（株）		0297622509		工事		随意契約		D		期間進行型		10/23/18				城野　雅明		丸山　雅史		10/26/18		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18020705		A18020705						11/22/18		10/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＥＲＬ開発棟倉庫照明器具取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		120,960		（有）森田電気商会		0298640479		工事		随意契約		D		期間進行型		10/22/18				城野　雅明		丸山　雅史		10/19/18		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18021636		A18021636						11/22/18		10/3/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟等誘導灯他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		882,360		（有）信濃電設		0298574335		工事		随意契約		D		期間進行型		11/20/18				城野　雅明		丸山　雅史		11/20/18		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18022029		A18022029						12/25/18		10/12/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館等非常用照明器具バッテリー取替他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		982,800		（有）森田電気商会		0298640479		工事		随意契約		D		期間進行型		11/29/18				城野　雅明		丸山　雅史		11/30/18		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18023927		A18023927						12/25/18		10/31/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３Ｍ機械棟等ＲＳＴ盤非常用電源取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		993,600		（株）須藤電気商会		0298211329		工事		随意契約		D		期間進行型		1/11/19				城野　雅明		鈴木　士亜斗		1/11/19		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18025077		A18025077						1/25/19		10/31/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ｂ号棟構内ＰＨＳ基地局ＣＳ４８２取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		31,050		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		0298215331		その他		随意契約		D		期間進行型		11/20/18		納入場所		城野　雅明		氏家　和輝		11/30/18		役務		大企業				A0E31SD81206F		A18025481		A18025481						12/25/18		11/14/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研サブ変電所Ｓ‐２２高圧受電盤真空遮断器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		966,600		メイデン（株）		0297622509		工事		随意契約		D		期間進行型		12/21/18				城野　雅明		丸山　雅史		12/21/18		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18025336		A18025336						1/25/19		10/31/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟１階監事室照明器具取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		567,000		（有）森田電気商会		0298640479		工事		随意契約		D		期間進行型		12/14/18				城野　雅明		丸山　雅史		12/14/18		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18025343		A18025343						12/25/18		11/19/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第１工作棟加工室ＬＥＤ高天井用照明器具取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		988,200		メイデン（株）		0297622509		工事		随意契約		D		期間進行型		12/21/18				城野　雅明		丸山　雅史		12/21/18		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18028233		A18028233						1/25/19		11/26/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟等実験盤（ＥＸ－８）漏電遮断器取替他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		248,400		（株）須藤電気商会		0298211329		工事		随意契約		D		期間進行型		1/18/19				城野　雅明		丸山　雅史		1/18/19		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18028235		A18028235						1/25/19		12/3/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研サブ変電所Ｓ-507受電盤(Ｎ)真空遮断器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		1,620,000		（株）国分電機		0295531536		工事		随意契約		D		期間進行型		2/8/19				廣瀬　欽一		丸山　雅史		2/8/19		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18027132		A18027132						3/25/19		12/10/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟高天井用照明器具取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		3,657,974		市村電気工業（株） （窓口払）		0298574050-1		工事		随意契約		D		期間進行型		12/27/18				廣瀬　欽一		伊藤　博		12/27/18		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18030303								1/21/19		11/20/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２低温棟機械室ＬＥＤ高天井用照明器具取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		599,400		メイデン（株）		0297622509		工事		随意契約		D		期間進行型		1/31/19				城野　雅明		丸山　雅史		1/31/19		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18031122		A18031122						2/25/19		1/7/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研サブ変電所Ｓ‐５０７実験動力盤Ｎｏ．１（Ｎ）真空遮断器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		955,800		（株）国分電機		0295531536		工事		随意契約		D		期間進行型		2/8/19				城野　雅明		丸山　雅史		2/8/19		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18031118		A18031118						3/25/19		1/9/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研ＰＦ地区中央監視装置不具合調査		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		91,800		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		その他		随意契約		D		期間進行型		2/8/19		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		2/8/19		役務		大企業				A0E31SD812078		A18032649		A18032649						2/25/19		1/8/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟等クライストロンギャラリー実験盤ＥＸ‐Ｎｅｗ‐ＳＣ‐４改修他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		255,960		（株）須藤電気商会		0298211329		工事		随意契約		D		期間進行型		2/22/19				城野　雅明		丸山　雅史		2/22/19		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18035558								3/25/19		1/25/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館７０８室等照明器具安定器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		583,200		高橋興業（株）		0298242211		工事		随意契約		D		期間進行型		3/22/19				城野　雅明		丸山　雅史		3/15/19		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18038661		A18038661						4/25/19		2/28/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟構内放送用プログラムタイマー取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		114,480		常伸電通システム（株）		0298242757		工事		随意契約		D		期間進行型		3/22/19				城野　雅明		氏家　和輝		3/22/19		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18038409		A18038409						4/25/19		3/6/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ１電源棟サブ変電所Ｓ－１０１等配線撤去他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		248,400		メイデン（株）		0297622509		工事		随意契約		D		期間進行型		3/27/19				城野　雅明		丸山　雅史		3/27/19		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18039153		A18039153						4/25/19		3/1/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ入射器棟等非常灯バッテリー取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		938,520		（有）信濃電設		0298574335		工事		随意契約		D		期間進行型		3/25/19				城野　雅明		丸山　雅史		3/25/19		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18039386		A18039386						4/25/19		3/11/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ光源棟倉庫等蛍光ランプ取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		24,840		（株）須藤電気商会		0298211329		その他		随意契約		D		期間進行型		3/27/19		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		3/27/19		役務		中小企業				A0E31SD81206B		A18039652		A18039652						4/25/19		3/13/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟等パッケージ型空調機屋外機ファン他修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		665,280		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		6/8/18		納入場所		江口　洋		飯塚　征也		6/8/18		役務		中小企業				A0E31SD81306F		A18003697		A18003697						6/25/18		4/24/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研物品管理庫控室（２）パッケージ形空調機取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		988,200		㈱ショウテック　つくば営業所		0298461741		工事		随意契約		D		期間進行型		6/15/18				江口　洋		飯塚　征也		6/15/18		工事		中小企業		3/3/92		A0E31SD81306F		A18005308		A18005308						7/25/18		5/7/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館地下ピット排水ポンプ取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		376,920		（有）佐藤管理工業		0298234047		工事		随意契約		D		期間進行型		6/12/18				江口　洋		見持　歩樹		6/12/18		工事		中小企業				A0E31SD81306F		A18001938		A18001938						6/25/18		5/15/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館２階給湯室等流し台排水詰まり調査その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		69,120		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		5/31/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		5/31/18		役務		中小企業				A0E31SD81306F		A18006041		A18006041						6/25/18		5/7/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研物品管理庫東側屋外男子トイレ等小便器フラッシュバルブ交換その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		39,960		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		6/29/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		6/28/18		役務		中小企業				A0E31SD81306F		A18008915		A18008915						7/25/18		6/11/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研PF実験準備棟1階研究室空調設備更新工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		2,052,000		㈱ショウテック　つくば営業所		0298461741		工事		随意契約		D		期間進行型		8/31/18				廣瀬　欽一		飯塚　征也		8/31/18		工事		中小企業		3/3/92		A0E31SD81306F		A18011805		A18011805						9/25/18		7/10/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＥＲＬ開発棟等２階防災室パッケージ形空調機プリント基板他取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		806,760		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		7/27/18		納入場所		江口　洋		飯塚　征也		7/27/18		役務		中小企業				A0E31SD81306F		A18013500		A18013500						8/24/18		7/11/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研３号館４階給湯室等流し台排水詰まり修理その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		67,230		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		8/6/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		8/6/18		役務		中小企業				A0E31SD81306B		A18013110		A18013110						8/24/18		7/9/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端計測実験棟２階機械室等パッケージ型空調機用ドレン管詰まり修理その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		26,460		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		8/31/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		8/31/18		役務		中小企業				A0E31SD81306B		A18016512		A18016512						9/25/18		8/20/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研国際交流センター１階男子便所大便器電源基板取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		12,420		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　北関東支店　茨城営業所		0296439716		その他		随意契約		D		期間進行型		9/14/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		9/14/18		役務		大企業				A0E31SD81306F		A18018279		A18018279						10/25/18		8/31/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階情報基盤管理室等パッケージ形空調機プリント基板他取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		516,780		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		10/12/18		納入場所		城野　雅明		飯塚　征也		10/12/18		役務		中小企業				A0E31SD81306F		A18019979		A18019979						10/25/18		9/4/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第４低温棟等パッケージ形空調機他修理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		661,500		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		11/30/18				城野　雅明		飯塚　征也		11/30/18		役務		中小企業				A0E31SD81306F		A18023916		A18023916						12/25/18		10/25/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ実験準備棟等パッケージ形空調機取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		1,623,240		空調システムサービス（株）		02983658751		工事		一般競争契約		D		期間進行型		2/15/19				城野　雅明		飯塚　征也		2/15/19		工事		中小企業				A0E31SD81306F		A18024213								3/25/19		10/30/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研３号館市水受水槽（Ｎｏ．１）用定水位弁等取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		399,600		高橋興業（株）		0298242211		工事		随意契約		D		期間進行型		11/30/18				城野　雅明		見持　歩樹		11/30/18		工事		中小企業				A0E31SD81306F		A18023524		A18023524						12/25/18		10/16/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研職員会館等理容室洗髪台排水詰まり修理その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		39,960		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		11/12/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		11/12/18		役務		中小企業				A0E31SD81306B		A18023436		A18023436						11/22/18		10/26/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研第２低温棟等脇Ｐ‐１６系統ストレーナー清掃及びエアー抜きその他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		34,560		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		12/5/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		12/5/18		役務		中小企業				A0E31SD81306B		A18026161		A18026161						12/25/18		11/16/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研管理棟２階打合わせ室空調機取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		311,040		㈱ショウテック　つくば営業所		0298461741		工事		随意契約		D		期間進行型		1/18/19				城野　雅明		飯塚　征也		1/21/19		工事		中小企業		3/3/92		A0E31SD81306F		A18028694		A18028694						1/25/19		12/10/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研食堂汚水排水管修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		63,720		（有）佐藤管理工業		0298234047		工事		随意契約		D		期間進行型		1/11/19				城野　雅明		見持　歩樹		1/11/19		工事		中小企業				A0E31SD81306F		A18028965		A18028965						1/25/19		12/7/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研食堂等流し台排水詰まり調査その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		103,140		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		1/10/19		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		1/10/19		役務		中小企業				A0E31SD81306B		A18029013		A18029013						1/25/19		12/17/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研構造生物実験準備棟実験室２パッケージ形空調機取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		918,000		カンキ工業（有）		0298855110		工事		随意契約		D		期間進行型		2/22/19				城野　雅明		飯塚　征也		2/22/19		工事		中小企業				A0E31SD81306F		A18033128		A18033128						3/25/19		12/25/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ筑波地区等屋外消火栓ホース取替		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		923,400		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		その他		随意契約		D		期間進行型		3/22/19		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		3/22/19		役務		大企業				A0E31SD81306B		A18033410		A18033410						4/25/19		1/9/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟等共同溝排水ポンプ取替その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		486,540		（有）佐藤管理工業		0298234047		工事		随意契約		D		期間進行型		3/15/19				城野　雅明		見持　歩樹		3/15/19		工事		中小企業				A0E31SD81306F		A18033953		A18033953						4/25/19		1/25/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＳ主リング盛土上配管架台除草作業		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		475,200		（株）楠原管工業		0296242445		その他		随意契約		D		期間進行型		2/12/19		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		2/12/19		役務		中小企業				A0E31SD81306B		A18033922		A18033922						2/25/19		12/27/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研放射線管理棟１階中央監視室パッケージ形空調機取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		950,400		空調システムサービス（株）		02983658751		工事		随意契約		D		期間進行型		3/13/19				城野　雅明		飯塚　征也		3/15/19		工事		中小企業				A0E31SD81306F		A18034186		A18034186						3/25/19		1/30/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研化学実験棟化学実験室５パッケージ形空調機取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		740,880		山崎計装電設(株)		0298410199		工事		随意契約		D		期間進行型		3/22/19				城野　雅明		飯塚　征也		3/22/19		工事		中小企業				A0E31SD81306F		A18036767		A18036767						4/25/19		2/19/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館１階多目的便所大便器漏水修理工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		20,736		（株）エムエス　つくば営業所		0298381265		工事		随意契約		D		期間進行型		3/11/19				城野　雅明		見持　歩樹		3/22/19		工事		中小企業				A0E31SD81306F		A18036741		A18036741						4/25/19		2/21/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導リニアック試験施設棟男子便所等小便器センサー交換その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		71,604		（株）ＬＩＸＩＬトータルサービス　北関東支店　茨城営業所		0296439716		工事		随意契約		D		期間進行型		3/25/19				城野　雅明		見持　歩樹		3/25/19		工事		大企業				A0E31SD81306F		A18039151		A18039151						4/25/19		3/12/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研４号館４階機械室等排風機Ｖベルト交換その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		82,080		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		3/25/19		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		3/25/19		役務		中小企業				A0E31SD81306B		A18038769		A18038769						4/25/19		3/15/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟エアコン制御基板他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		219,240		高橋興業（株）		0298242211		工事		随意契約		D		期間進行型		3/25/19				城野　雅明		飯塚　征也		3/25/19		工事		中小企業				A0E31SD81306F		A18039814		A18039814						4/25/19		3/19/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)東海１号館アネックス西側外部屋根補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		172,800		東康建設工業（株）		0292822626		工事		随意契約		D		期間進行型		11/12/18				廣瀬　欽一		相沢　栄次郎		12/7/18		工事		中小企業				A0E31SD82106F		A18021758		A18021758						12/25/18		10/11/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）1号館北側玄関庇雨樋補修その他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		348,840		東康建設工業（株）		0292822626		工事		随意契約		D		期間進行型		1/25/19				廣瀬　欽一		髙橋　誠		2/15/19		工事		中小企業				A0E31SD82106F		A18029519		A18029519						2/25/19		12/19/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)東海１号館北側玄関扉電気錠取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		75,600		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		工事		随意契約		D		期間進行型		2/18/19				廣瀬　欽一		相沢　栄次郎		2/18/19		工事		中小企業				A0E31SD82106F		A18031446		A18031446						3/25/19		1/16/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館１１５室出入口扉補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		50,220		文化シャッター日立販売(株)		0292824441		工事		随意契約		D		期間進行型		2/21/19				廣瀬　欽一		相沢　栄次郎		3/8/19		工事		中小企業		6/1/77		A0E31SD82106F		A18032532		A18032532						3/25/19		1/30/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館屋上南側ＥＸＰＪ周辺水切り金物取設工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		221,400		東康建設工業（株）		0292822626		工事		随意契約		D		期間進行型		3/15/19				江口　洋		髙橋　誠		3/15/19		工事		中小企業				A0E31SD82106F		A18034896		A18034896						4/25/19		2/6/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館R型火災受信機用部品取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		367,200		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		工事		随意契約		D		期間進行型		3/22/19				廣瀬　欽一		千田　謙太郎		3/22/19		工事		大企業				A0E31SD82206F		A18032892		A18032892						4/25/19		1/22/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館３階３２０室空調機（ＡＣＰ-Ｔ１-１７）熱交換器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		274,320		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		工事		随意契約		D		期間進行型		6/25/18				江口　洋		礒﨑　操		6/29/18		工事		大企業				A0E31SD82306F		A18010116		A18010116						7/25/18		6/6/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館１階１２２室空調機（ＡＣＰ－Ｔ１－１７）プリント基板その他取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		155,520		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		工事		随意契約		D		期間進行型		7/31/18				江口　洋		礒﨑　操		7/31/18		工事		大企業				A0E31SD82306F		A18012791		A18012791						8/24/18		7/9/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館２階２２５室空調機（ＡＣＰ－Ｔ１－１７）熱交換器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		232,200		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		工事		随意契約		D		期間進行型		8/31/18				江口　洋		礒﨑　操		8/31/18		工事		大企業				A0E31SD82306F		A18016059		A18016059						9/25/18		8/9/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館除湿器ドレン配管改修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		98,280		㈱タケムラ		0294531711		工事		随意契約		D		期間進行型		10/15/18				江口　洋		小川　一弘		10/12/18		工事		中小企業				A0E31SD82306F		A18016196		A18016196						10/25/18		8/9/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館３階３２３室空調機（ＡＣＰ－Ｔ１－１６）熱交換器取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		204,120		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		工事		随意契約		D		期間進行型		10/2/18				江口　洋		礒﨑　操		10/12/18		工事		大企業				A0E31SD82306F		A18018149		A18018149						10/25/18		8/20/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館南駐車場雨水排水ポンプ取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		928,800		㈱タケムラ		0294531711		工事		随意契約		D		期間進行型		3/15/19				廣瀬　欽一		礒﨑　操		3/15/19		工事		中小企業				A0E31SD82306F		A18032313		A18032313						4/25/19		12/25/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢ地区サブ変電所Ｓ－１０３等変圧器取替工事		運交金-施設部-PCB変圧器更新費[特別]-物件費		0		0		16,600,000		木村電設工業（株）		0298722111		工事		一般競争契約		C		期間進行型		9/4/18				江口　洋		藤田　啓嗣		9/7/18		工事		中小企業				A0E31SDT1106F		A18008100								9/25/18		5/23/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ変電所バスダクト内絶縁板取替他工事		運交金-施設部-PF特高復旧費(一般)-物件費		0		0		864,000		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		工事		随意契約		D		期間進行型		4/25/18				城野　雅明		藤田　啓嗣		4/25/18		工事		大企業				A0E31SDT2106F		A18004242		A18004242						5/25/18		4/12/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ北実験棟等チラー（ＡＮ－ＣＨ－１）他更新工事		運交金-施設部-老朽化施設再生(一般)-物件費		0		0		17,678,520		川崎設備工業（株）東関東支店		0298264311-1		工事		一般競争契約		D		期間進行型		2/18/19				江口　洋		清岡　翔吾		2/15/19		工事		大企業		10/29/51		A0E31SDT3106F		A18018558								3/25/19		9/5/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器コントロール室等照明器具取替工事		運交金-管理局-共通経費(一般)-物件費[共通]		0		0		64,800		常伸電通システム（株）		0298242757		工事		随意契約		K		期間進行型		5/25/18				江口　洋		鈴木　士亜斗		5/25/18		工事		中小企業				A0E41SD01106F		A18009793								6/25/18		5/18/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟等レーザー実験ブース自動火災報知設備取設他工事		運交金-管理局-情報基盤管理課(一般)-物件費		0		0		64,800		メイデン（株）		0297622509		工事		随意契約		K		期間進行型		3/27/19				城野　雅明		鈴木　士亜斗		3/27/19		工事		中小企業				A0E41SD04106F		A18040555								4/25/19		3/20/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研職員会館２階ホールアコーディオンカーテン改修その他工事		運交金-管理局-人事労務課(一般)-職員厚生費[福利厚生室]		0		0		233,280		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		K		期間進行型		3/22/19				城野　雅明		三國　和美		3/22/19		工事		中小企業				A0E41SD05126F		A18036896		A18036896						4/25/19		2/20/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館２３５室電気設備改修その他工事		運交金-管理局-研究協力課(一般)-物件費		0		0		15,660		メイデン（株）		0297622509		工事		随意契約		K		期間進行型		5/8/18				江口　洋		福島　裕隆		4/27/18		工事		中小企業				A0E41SD06106F		A18003628								5/25/18		4/16/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館２階２３５室等電話回線移設		運交金-管理局-国際企画課(一般)-物件費		0		0		15,525		NECネッツエスアイ（株）茨城営業所		0298215331		その他		随意契約		K		期間進行型		4/20/18				江口　洋		福島　裕隆		4/20/18		役務		大企業				A0E41SD07106F		A18003357								5/25/18		4/11/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-201給湯器修理		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		53,676		東京ガスリビングライン(株)		0298512210		工事		随意契約		K		期間進行型		4/12/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		4/27/18		工事		みなし大企業		4/1/06		A0E41SD51106F		A18000161		A18000161						5/25/18		4/2/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目802-302他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		518,184		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		4/12/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		4/27/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18000129		A18000129						5/25/18		4/2/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-214宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		373,896		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		4/24/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		4/27/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18000233		A18000233						5/25/18		4/4/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-501他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		479,736		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		4/25/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/7/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18000399		A18000399						5/25/18		4/9/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-501宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		8,100		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		5/18/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/18/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18005175		A18005175						6/25/18		5/7/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-303他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		550,368		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		5/16/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/18/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18000715		A18000715						6/25/18		4/10/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-404宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		23,868		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		5/7/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/7/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18001243		A18001243						5/25/18		4/12/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-507他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		384,372		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		5/21/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/31/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18004785		A18004785						6/25/18		5/1/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）２丁目住宅８０４棟屋上防水改修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		2,052,000		(有)ＫＩ防水		0280308305		工事		随意契約		K		期間進行型		6/19/18				廣瀬　欽一		杉尾　和彦		7/13/18		工事		中小企業		4/1/88		A0E41SD51106F		A18000597		A18000597						7/25/18		5/8/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-610宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		5,184		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		5/21/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/25/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18007455		A18007455						6/25/18		5/21/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目806-509宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		8,100		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		5/22/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/25/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18007456		A18007456						6/25/18		5/22/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目706-201宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		504,468		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		6/28/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		6/29/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18007778		A18007778						7/25/18		5/24/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1009他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		15,120		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		5/29/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/31/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18008329		A18008329						6/25/18		5/29/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-101宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		46,051		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		5/9/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		5/18/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18005410		A18005410						6/25/18		5/8/18		プロジェクト対象外

		-		①		環境整備		高エネ研（吾妻・竹園）職員宿舎屋上ドレン清掃その他業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		216,000		(有)ＫＩ防水		0280308305		その他		随意契約		K		期間進行型		6/25/18				江口　洋		杉尾　和彦		6/29/18		役務		中小企業		4/1/88		A0E41SD511074		A18000347		A18000347						7/25/18		5/25/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-201他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		212,112		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		6/28/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		6/29/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18009712		A18009712						7/25/18		6/8/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目720棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		16,308		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		7/2/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		7/20/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18011167		A18011167						8/24/18		6/22/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目706-201宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		5,184		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		7/17/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		7/31/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18012585		A18012585						8/24/18		7/6/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）２丁目住宅８０５棟東面外壁シーリング打ち替え工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		864,000		(有)ＫＩ防水		0280308305		工事		随意契約		K		期間進行型		8/16/18				江口　洋		杉尾　和彦		8/24/18		工事		中小企業		4/1/88		A0E41SD51106F		A18000596		A18000596						9/25/18		7/3/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1001宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		11,664		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		7/20/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		7/27/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18012857		A18012857						8/24/18		7/9/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-809宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		24,408		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		7/17/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		7/17/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18013569		A18013569						8/24/18		7/17/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-304宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		5,184		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		7/23/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		7/27/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18014194		A18014194						8/24/18		7/20/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		65,448		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		7/5/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		7/13/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18010690		A18010690						8/24/18		6/18/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		43,038		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		8/28/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		8/31/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18017358		A18017358						9/25/18		8/10/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）４丁目住宅２０１棟屋上防水改修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		8,521,200		太陽テクニカル（有）		0298392550		工事		一般競争契約		K		期間進行型		12/26/18				江口　洋		杉尾　和彦		1/25/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18000598		A18000598						1/25/19		9/13/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目706-202宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		18,576		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		9/6/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		9/21/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18017359		A18017359						10/25/18		8/28/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703棟東側ゴミ集積所給水管補修		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		88,560		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		9/27/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		10/5/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18020669		A18020669						10/25/18		9/25/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807-502宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		36,072		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		9/14/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		9/21/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18018642		A18018642						10/25/18		9/6/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-403宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,820		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		9/3/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		9/3/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18017906		A18017906						10/25/18		9/3/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-218他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		350,460		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		9/14/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		9/14/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18015679		A18015679						10/25/18		8/7/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目住宅201棟他雨水排水管洗浄等		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		378,000		高橋興業（株）		0298242211		工事		随意契約		K		期間進行型		9/21/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		9/21/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18016789		A18016789						10/25/18		8/23/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目702-202給湯器修理		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		9,720		東京ガスリビングライン(株)		0298512210		工事		随意契約		K		期間進行型		10/4/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		10/15/18		工事		みなし大企業		4/1/06		A0E41SD51106F		A18020670		A18020670						10/25/18		9/25/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）２丁目住宅８０４棟汚水桝等補修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		419,040		（株）中城		0298642372		工事		随意契約		K		期間進行型		10/22/18				城野　雅明		杉尾　和彦		11/16/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18000604		A18000604						11/22/18		10/5/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		9,288		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		10/16/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		10/26/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18023747		A18023747						11/22/18		10/11/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-604宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		11,664		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		10/17/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		10/26/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18023749		A18023749						11/22/18		10/15/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		20,034		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		10/16/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		10/19/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18019697		A18019697						11/22/18		9/21/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811-102、106外給水管漏水補修		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		111,456		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		10/9/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		10/26/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18021603		A18021603						11/22/18		10/5/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201号棟給湯器バーナー清掃（403室、617室）		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		40,500		カンキ工業（有）		0298855110		工事		随意契約		K		期間進行型		12/28/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		12/28/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18026851		A18026851						1/25/19		11/27/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811-108宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		269,892		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		1/21/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		1/31/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18026997		A18026997						2/25/19		11/29/18		プロジェクト対象外

		-		①		他委託		高エネ研吾妻２丁目住宅806棟汚水排水管つまり洗浄清掃		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		88,560		高橋興業（株）		0298242211		工事		随意契約		K		期間進行型		11/30/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		11/30/18		工事		中小企業				A0E41SD511078		A18026855		A18026855						12/25/18		11/20/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-408宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		40,824		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		11/12/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		11/16/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18025350		A18025350						12/25/18		11/2/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805号棟非常警報設備絶縁不良調査他		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		158,760		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		工事		随意契約		K		期間進行型		1/31/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		1/31/19		工事		大企業				A0E41SD51106F		A18028748		A18028748						2/25/19		12/11/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目703-201宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		57,240		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		1/23/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		1/31/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18029455		A18029455						2/25/19		12/18/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目住宅805・807棟建具改修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		507,600		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		K		期間進行型		12/27/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		12/28/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18023757		A18023757						1/25/19		10/26/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201棟他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		98,712		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		1/30/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		1/31/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18029977		A18029977						2/25/19		12/25/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-315他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		617,004		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		12/25/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		12/28/18		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18025408		A18025408						1/25/19		11/13/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-204宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		568,836		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		2/28/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		2/28/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18032617		A18032617						3/25/19		1/22/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		5,184		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		1/17/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		1/31/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18033387		A18033387						2/25/19		1/7/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目807棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		67,608		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		1/25/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		1/31/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18023754		A18023754						2/25/19		10/25/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目702-201宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		947,808		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		3/8/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/8/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18035473		A18035473						4/25/19		2/12/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-610宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		171,396		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		2/12/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		2/15/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18035222		A18035222						3/25/19		1/17/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201-706他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		335,232		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		3/15/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/15/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18035227		A18035227						4/25/19		2/7/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805号棟非常警報設備操作部取替工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		198,720		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		工事		随意契約		K		期間進行型		3/22/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/22/19		工事		大企業				A0E41SD51106F		A18036711		A18036711						4/25/19		2/20/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目706-201宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		34,992		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		2/25/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		2/27/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18036560		A18036560						3/25/19		2/19/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目801-402他宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		769,500		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		2/28/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		2/28/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18031811		A18031811						3/25/19		1/16/19		プロジェクト対象外

		-		①		備品費		高エネ研竹園３丁目住宅702-201大型湯沸器取替工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		132,000		東京ガスリビングライン(株)		0298512210		工事		随意契約		K		期間進行型		3/7/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/22/19		工事		みなし大企業		4/1/06		A0E41SD511047		A18037444		A18037444						4/25/19		2/26/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻４丁目201棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		47,001		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		3/18/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/22/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18037791		A18037791						4/25/19		2/27/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目706棟201室給湯器修繕工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		14,688		東京ガスリビングライン(株)		0298512210		工事		随意契約		K		期間進行型		2/19/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		2/22/19		工事		みなし大企業		4/1/06		A0E41SD51106F		A18033399		A18033399						3/25/19		1/28/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）２丁目住宅８１１棟１号室他出窓ガラス改修工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		864,000		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		工事		随意契約		K		期間進行型		3/27/19				城野　雅明		杉尾　和彦		3/29/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18035107		A18035107						4/25/19		2/8/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目803-303宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		12,744		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		3/4/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/8/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18038122		A18038122						4/25/19		2/28/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805-1009宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		5,184		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		2/4/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		2/8/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18034912		A18034912						3/25/19		2/1/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目805棟宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		82,728		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		3/25/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/29/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18039138		A18039138						4/25/19		3/13/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（吾妻）４丁目住宅２０１棟屋上ケーブル配管支持工事		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		151,200		(有)ＫＩ防水		0280308305		工事		随意契約		K		期間進行型		3/27/19				城野　雅明		杉尾　和彦		3/29/19		工事		中小企業		4/1/88		A0E41SD51106F		A18039952		A18039952						4/25/19		3/22/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目701-102宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		26,244		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		3/25/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/29/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18040506		A18040506						4/25/19		3/25/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目704-102宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		20,952		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		3/29/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/29/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18040687		A18040687						4/25/19		3/27/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目811-102宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		13,932		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		3/29/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/29/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18040697		A18040697						4/25/19		3/28/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研竹園３丁目702-201宿舎修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		240,040		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		3/25/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/25/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18039055		A18039055						4/25/19		3/12/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研体育館屋根柱脚改修工事		運交金-管理局-体育館柱改修経費[裁量]-物件費		0		0		2,268,000		古谷建設（株）		0297351456		工事		随意契約		K		期間進行型		3/20/19				廣瀬　欽一		三國　和美		3/22/19		工事		中小企業				A0E41SDTk106F		A18029400		A18029400						4/25/19		12/27/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物		高エネ研管理棟計算機室免震装置増設工事		運交金-機構共通-免震対策経費[特別]-物件費		0		0		1,887,840		(株)富士通エフサス		0298565171-1		工事		随意契約		D		期間進行型		11/27/18				廣瀬　欽一		笹目　和良		11/28/18		工事		大企業		3/1/89		A0E51SDT21002		A18005422		A18005422						12/25/18		8/27/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区旧排水ポンプ用ケーブル撤去工事		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-PS加速器整理一式　		0		0		299,160		（株）須藤電気商会		0298211329		工事		随意契約		C		期間進行型		9/28/18				江口　洋		髙山　健		9/28/18		工事		中小企業				A0E51SDT8026F		A18017550		A18017550						10/25/18		8/30/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ主リング漏水補修工事		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-PS加速器整理一式　		0		0		896,400		（株）ミヤモト開発		0298738220		工事		随意契約		C		期間進行型		10/23/18				城野　雅明		髙山　健		10/31/18		工事		中小企業				A0E51SDT8026F		A18021137		A18021137						11/22/18		9/21/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)1号館3階西側階段ホール落下防止手摺取設工事		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		0		0		129,600		東康建設工業（株）		0292822626		工事		随意契約		E		成果進行型		2/22/19				廣瀬　欽一		別所　光太郎		2/22/19		工事		中小企業				A0F01JDD2116F		A18032353		A18032353						3/25/19		1/15/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロンＫ１．８測定機械棟等出入口扉改修その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		980,640		東康建設工業（株）		0292822626		工事		随意契約		D		成果進行型		7/13/18				江口　洋		髙橋　誠		7/13/18		工事		中小企業				A0F01JDE2106F		A18006576		A18006576						8/24/18		5/18/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟１階ホール東側手摺改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		674,892		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		工事		随意契約		D		成果進行型		8/21/18				江口　洋		髙橋　誠		8/29/18		工事		中小企業				A0F01JDE2106F		A18013566		A18013566						9/25/18		7/20/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		他委託		高エネ研（東海）ニュートリノ第2設備棟等残置物撤去その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		675,000		東康建設工業（株）		0292822626		工事		随意契約		D		成果進行型		12/14/18				廣瀬　欽一		髙橋　誠		12/14/18		工事		中小企業				A0F01JDE21078		A18025079		A18025079						1/25/19		11/12/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第1設備棟南側電動シャッター補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		565,920		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		工事		随意契約		D		成果進行型		2/20/19				廣瀬　欽一		髙橋　誠		2/20/19		工事		中小企業				A0F01JDE2106F		A18028255		A18028255						3/25/19		12/6/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		環境整備		高エネ研（東海）ハドロンスイッチヤードEXPJ部排水作業		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		85,320		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		成果進行型		1/18/19		納入場所		廣瀬　欽一		髙橋　誠		1/18/19		役務		中小企業				A0F01JDE21074		A18028253		A18028253						2/25/19		12/6/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）長尺ビームライン棟屋上笠木防水補修その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		858,600		東康建設工業（株）		0292822626		その他		随意契約		D		成果進行型		3/6/19				江口　洋		髙橋　誠		3/6/19		役務		中小企業				A0F01JDE2106F		A18034874		A18034874						3/25/19		2/6/19		大強度陽子加速器による実験研究

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研(東海)構内ＰＨＳ 設定(9月分)		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		19,872		ソフトバンク(株)エンタープライズ第一営業本部第二営業統括部		0368899228		その他		随意契約		D		成果進行型		10/5/18		納入場所		廣瀬　欽一		千田　謙太郎		10/5/18		役務		大企業		12/9/86		A0F01JDE22078		A18019196		A18019196						10/25/18		9/19/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟交流無停電電源装置用蓄電池取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		11,016,000		西山電気（株）		0334440101		工事		一般競争契約		D		成果進行型		3/22/19				城野　雅明		千田　謙太郎		3/22/19		工事		中小企業				A0F01JDE2206F		A18016969		A18016969						4/25/19		10/22/18		大強度陽子加速器による実験研究

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研（東海）構内PHS設定（10月分）		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		57,132		ソフトバンク(株)エンタープライズ第一営業本部第二営業統括部		0368899228		その他		随意契約		D		成果進行型		11/9/18		納入場所		廣瀬　欽一		千田　謙太郎		11/9/18		役務		大企業		12/9/86		A0F01JDE22078		A18022687		A18022687						12/25/18		10/19/18		大強度陽子加速器による実験研究

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研（東海）構内PHS設定（11月分）		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		14,904		ソフトバンク(株)エンタープライズ第一営業本部第二営業統括部		0368899228		その他		随意契約		D		成果進行型		12/7/18		納入場所		廣瀬　欽一		千田　謙太郎		12/7/18		役務		大企業		12/9/86		A0F01JDE22078		A18025587		A18025587						12/25/18		11/19/18		大強度陽子加速器による実験研究

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研（東海）構内PHS設定（12月分）		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		19,872		ソフトバンク(株)エンタープライズ第一営業本部第二営業統括部		0368899228		その他		随意契約		D		成果進行型		1/11/19		納入場所		廣瀬　欽一		千田　謙太郎		1/11/19		役務		大企業		12/9/86		A0F01JDE22078		A18027883		A18027883						1/25/19		12/10/18		大強度陽子加速器による実験研究

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研（東海）構内PHS設定（１月分）		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		18,630		ソフトバンク(株)エンタープライズ第一営業本部第二営業統括部		0368899228		その他		随意契約		D		成果進行型		2/5/19		納入場所		廣瀬　欽一		千田　謙太郎		2/5/19		役務		大企業		12/9/86		A0F01JDE22078		A18031959		A18031959						2/25/19		1/17/19		大強度陽子加速器による実験研究

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研（東海）構内ＰＨＳ設定（２月分）		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		36,018		ソフトバンク(株)エンタープライズ第一営業本部第二営業統括部		0368899228		その他		随意契約		D		成果進行型		3/8/19		納入場所		江口　洋		千田　謙太郎		3/8/19		役務		大企業		12/9/86		A0F01JDE22078		A18036173		A18036173						3/25/19		2/18/19		大強度陽子加速器による実験研究

		長 チョウ		①		他委託		高エネ研（東海）構内ＰＨＳ設定（３月分）		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		17,388		ソフトバンク(株)エンタープライズ第一営業本部第二営業統括部		0368899228		その他		随意契約		D		成果進行型		3/22/19		納入場所		江口　洋		千田　謙太郎		3/22/19		役務		大企業		12/9/86		A0F01JDE22078		A18038266		A18038266						4/25/19		3/5/19		大強度陽子加速器による実験研究

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟男子便所洗浄便座取替その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		284,040		（株）シミズ空調サービス		0292736073		工事		随意契約		D		成果進行型		5/31/18				江口　洋		礒﨑　操		5/31/18		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18004675		A18004675						6/25/18		5/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟南側外壁配管貫通部補修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		356,400		第一鉄工(株)		0291372612		工事		随意契約		D		成果進行型		5/24/18				江口　洋		礒﨑　操		6/14/18		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18005355		A18005355						6/25/18		5/7/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟空調機（ＡＣＰ－２②）改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		102,600		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		工事		随意契約		D		成果進行型		5/31/18				江口　洋		礒﨑　操		5/31/18		工事		大企業				A0F01JDE2306F		A18006289		A18006289						6/25/18		5/11/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟空調機（ＡＣＰ－ＨＭ２－１）改修その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		325,080		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		工事		随意契約		D		成果進行型		6/15/18				江口　洋		礒﨑　操		6/15/18		工事		大企業				A0F01JDE2306F		A18006067		A18006067						7/25/18		5/7/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟等階段落下防止ネット取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		399,600		第一鉄工(株)		0291372612		工事		随意契約		D		成果進行型		7/31/18				江口　洋		礒﨑　操		7/31/18		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18008043		A18008043						8/24/18		5/24/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟空冷チラー（ＲＲ－ＨＭ１－２）ドライヤ取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		319,680		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		工事		随意契約		D		成果進行型		6/15/18				江口　洋		礒﨑　操		6/15/18		工事		大企業				A0F01JDE2306F		A18008160		A18008160						7/25/18		5/28/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１電源棟空調機（ＡＣＰ－Ｄ１－１－５）電動膨張弁取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		276,480		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		その他		随意契約		D		成果進行型		6/25/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		6/26/18		役務		大企業				A0F01JDE2306F		A18009742		A18009742						7/25/18		6/6/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟等ＤＰタンク昇降用仮設階段通路取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		874,800		第一鉄工(株)		0291372612		工事		随意契約		D		成果進行型		7/13/18				江口　洋		礒﨑　操		8/31/18		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18010314		A18010314						7/25/18		5/24/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第１設備棟冷却塔（ＣＴ－ＮＭ１－１）電動機その他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		777,600		空研工業（株）東京支店		0334640161		工事		随意契約		D		成果進行型		8/31/18				江口　洋		礒﨑　操		8/31/18		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18011553		A18011553						9/25/18		6/11/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第１設備棟等外気処理ユニットその他マノメータ移設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		523,800		東洋プラント工業（株）		0298428611		工事		随意契約		D		成果進行型		8/31/18				江口　洋		礒﨑　操		8/31/18		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18011417		A18011417						9/25/18		6/26/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟冷却水ポンプ（ＰＣＤ－ＴＳ－１－１）主軸その他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		414,720		東洋プラント工業（株）		0298428611		工事		随意契約		D		成果進行型		11/30/18				江口　洋		礒﨑　操		11/30/18		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18012746		A18012746						12/25/18		7/9/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟自動制御盤（ＪＣＰ－ＨＭ１－Ｃ２）機器取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		777,600		日本電技（株）つくば支店		0298513166		工事		随意契約		D		成果進行型		9/28/18				江口　洋		礒﨑　操		9/28/18		工事		大企業				A0F01JDE2306F		A18012846		A18012846						10/25/18		7/5/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟等熱交換器（ＨＥ－Ｍ１－１）点検用架台手摺取設その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		820,800		第一鉄工(株)		0291372612		工事		随意契約		D		成果進行型		8/17/18				江口　洋		礒﨑　操		9/28/18		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18013556		A18013556						9/25/18		7/9/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１電源棟純水精製装置（ＰＷＵ－Ｄ１－１）樹脂筒排水配管取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		114,480		(株）山一		0292871390		工事		随意契約		D		成果進行型		8/31/18				江口　洋		礒﨑　操		8/31/18		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18013533		A18013533						9/25/18		7/12/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ入域管理棟等空調機（ＡＣＰ－ＮＣ－２）プリント基板その他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		511,920		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		工事		随意契約		D		成果進行型		8/10/18				江口　洋		礒﨑　操		8/10/18		工事		大企業				A0F01JDE2306F		A18014004		A18014004						9/25/18		7/19/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟外気処理装置（ＡＦＵ－ＴＳ－１）内部錆止塗装その他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		549,720		第一鉄工(株)		0291372612		その他		随意契約		D		成果進行型		8/27/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		9/28/18		役務		中小企業				A0F01JDE2306F		A18014421		A18014421						9/25/18		7/18/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟純水ポンプ（ＰＣＤーＮＭ３－３－１）メカニカルシールその他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		2,349,000		（株）増田鉄工場東京支店		0336678765		工事		随意契約		D		成果進行型		10/26/18				廣瀬　欽一		礒﨑　操		10/26/18		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18013596		A18013596						11/22/18		7/31/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２機械棟トンネル内冷却水圧力発信器取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		129,600		日本電技（株）つくば支店		0298513166		その他		随意契約		D		成果進行型		10/15/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		10/26/18		役務		大企業				A0F01JDE2306B		A18014431		A18014431						10/25/18		7/25/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟トンネル内冷却水圧力発信器配管バルブ取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		367,200		(株）山一		0292871390		工事		随意契約		D		成果進行型		9/28/18				江口　洋		礒﨑　操		9/28/18		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18015382		A18015382						10/25/18		8/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第２電源棟等空調機（ＡＣＰ－Ｄ２－１－４）電動膨張弁その他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		428,760		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		工事		随意契約		D		成果進行型		9/14/18				江口　洋		礒﨑　操		9/14/18		工事		大企業				A0F01JDE2306F		A18015701		A18015701						10/25/18		8/7/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第１設備棟冷却塔（ＣＴ－ＮＭ１－２）電動機その他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		881,280		空研工業（株）東京支店		0334640161		工事		随意契約		D		成果進行型		11/16/18				江口　洋		礒﨑　操		11/16/18		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18016217		A18016217						12/25/18		8/17/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟等外気処理（ＡＦＵ－ＨＭ２－１）マノメータ移設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		317,520		東洋プラント工業（株）		0298428611		工事		随意契約		D		成果進行型		9/28/18				江口　洋		礒﨑　操		10/26/18		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18016219		A18016219						10/25/18		8/7/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）加速器運転準備棟屋外給排気フード取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		333,180		㈱タケムラ		0294531711		工事		随意契約		D		成果進行型		11/22/18				江口　洋		小川　一弘		11/22/18		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18017175		A18017175						12/25/18		8/16/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）革新型蓄電池実験棟空調機（ＰＡＣ－１、２）冷媒配管保温ラッキング補修		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		318,600		(株）山一		0292871390		その他		随意契約		D		成果進行型		9/28/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		9/28/18		役務		中小企業				A0F01JDE2306F		A18017128		A18017128						10/25/18		8/22/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟純水製造装置（ＰＷＵ－Ｍ１－１）膜式前処理装置その他圧力調整		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		227,880		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		その他		随意契約		D		成果進行型		9/28/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		9/28/18		役務		大企業				A0F01JDE2306B		A18017131		A18017131						10/25/18		8/23/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟トンネル循環排風機（ＦＥ－Ｍ３－１－２）電動機取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		469,800		東洋プラント工業（株）		0298428611		その他		随意契約		D		成果進行型		11/30/18				江口　洋		礒﨑　操		11/30/18		役務		中小企業				A0F01JDE2306F		A18017357		A18017357						12/25/18		8/27/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１電源棟等空調機ドレン配管改修		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		572,400		㈱タケムラ		0294531711		その他		随意契約		D		成果進行型		10/19/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		10/19/18		役務		中小企業				A0F01JDE2306F		A18017735		A18017735						11/22/18		8/27/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン南実験棟階段落下防止ネット取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		291,600		第一鉄工(株)		0291372612		工事		随意契約		D		成果進行型		9/14/18				江口　洋		礒﨑　操		10/26/18		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18017708		A18017708						10/25/18		8/28/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟コントロール室空調機（ＡＣＰ－Ｄ３－２０）圧縮機その他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		934,200		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		工事		随意契約		D		成果進行型		9/28/18				江口　洋		礒﨑　操		9/28/18		工事		大企業				A0F01JDE2306F		A18017701		A18017701						10/25/18		8/30/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟トンネル内圧力発信器放射線遮蔽ブロック移動		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		99,360		(株）山一		0292871390		その他		随意契約		D		成果進行型		10/9/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		11/30/18		役務		中小企業				A0F01JDE2306F		A18018116		A18018116						10/25/18		9/5/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海）ＭＲ第１機械棟給気ダンパー点検架台取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		401,760		第一鉄工(株)		0291372612		工事		随意契約		D		成果進行型		9/19/18				江口　洋		礒﨑　操		10/26/18		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18018557		A18018557						10/25/18		9/3/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟地下１階冷水弁（ＭＶＴ－ＮＭ３－２）配線処理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		189,000		日本電技（株）つくば支店		0298513166		その他		随意契約		D		成果進行型		9/28/18		納入場所		江口　洋		小川　一弘		9/28/18		役務		大企業				A0F01JDE2306F		A18018466		A18018466						10/25/18		9/7/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟熱交換器（ＨＥ－ＮＭ３－１）電子制御式バタフライ弁取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		896,400		日本電技（株）つくば支店		0298513166		工事		随意契約		D		成果進行型		10/26/18				江口　洋		礒﨑　操		11/30/18		工事		大企業				A0F01JDE2306F		A18019228		A18019228						11/22/18		9/13/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第２機械棟トンネル系統排気ダンパーその他点検足場取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		766,800		(株）山一		0292871390		工事		随意契約		D		成果進行型		11/12/18				廣瀬　欽一		礒﨑　操		11/30/18		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18020163		A18020163						12/25/18		9/26/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟純水製造装置（ＰＷＵ－Ｍ１－１）ＵＶランプ等取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		2,354,400		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		工事		随意契約		D		成果進行型		12/10/18				廣瀬　欽一		小川　一弘		12/14/18		工事		大企業				A0F01JDE2306F		A18020483		A18020483						12/25/18		10/12/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第２電源棟空調機（ＡＣＰ－Ｄ２－１－１）インバーター組立品等取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		180,360		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		工事		随意契約		D		成果進行型		11/16/18				廣瀬　欽一		礒﨑　操		11/16/18		工事		大企業				A0F01JDE2306F		A18022330		A18022330						12/25/18		10/2/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第1機械棟等制御盤機器取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		464,400		日本電技（株）つくば支店		0298513166		工事		随意契約		D		成果進行型		11/16/18				廣瀬　欽一		礒﨑　操		12/7/18		工事		大企業				A0F01JDE2306F		A18022305		A18022305						12/25/18		10/12/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		他委託		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟熱交換器（ＨＥ－Ｄ３－１）薬液洗浄廃液回収処分		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		295,920		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		その他		随意契約		D		成果進行型		12/21/18		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		12/21/18		役務		非対象その他				A0F01JDE23078		A18023076		A18023076						1/25/19		10/18/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第２電源棟電源室空調機（ＡＣＰ－Ｄ２－１－４）プリント基板組立品等取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		116,640		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		工事		随意契約		D		成果進行型		2/15/19				廣瀬　欽一		礒﨑　操		3/8/19		工事		大企業				A0F01JDE2306F		A18023103		A18023103						3/25/19		10/19/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟純水ポンプ（ＰＣＤ－ＴＳ－３－１，２）整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		4,104,000		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		その他		随意契約		D		成果進行型		2/15/19		納入場所		廣瀬　欽一		小川　一弘		2/15/19		役務		大企業				A0F01JDE2306B		A18022849		A18022849						3/25/19		10/30/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第２機械棟等空冷チラーインバーター用冷却ファン取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		100,440		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		工事		随意契約		D		成果進行型		12/7/18				廣瀬　欽一		礒﨑　操		12/7/18		工事		大企業				A0F01JDE2306F		A18023581		A18023581						12/25/18		10/22/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟スイッチヤード系統コイルユニット（ＣＵ－ＨＭ１－１）不凍液注入配管取設等工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		778,680		㈱タケムラ		0294531711		工事		随意契約		D		成果進行型		12/21/18				廣瀬　欽一		小川　一弘		12/21/18		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18023844		A18023844						1/25/19		10/24/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟圧力発信器放射線遮蔽板取付その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		515,160		第一鉄工(株)		0291372612		工事		随意契約		D		成果進行型		12/14/18				廣瀬　欽一		礒﨑　操		12/14/18		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18024084		A18024084						1/25/19		10/26/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟等冷水１次ポンプ電動機その他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		819,180		東洋プラント工業（株）		0298428611		工事		随意契約		D		成果進行型		1/18/19				廣瀬　欽一		礒﨑　操		1/18/19		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18025152		A18025152						2/25/19		11/9/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟冷却塔（ＣＴ－Ｄ３－１－１）ファン軸受ユニット取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		412,560		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		工事		随意契約		D		成果進行型		2/7/19				廣瀬　欽一		礒﨑　操		2/7/19		工事		非対象その他				A0F01JDE2306F		A18026660		A18026660						2/25/19		11/26/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１搬入棟等廃液移送ポンプ分解清掃		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		123,120		東洋プラント工業（株）		0298428611		その他		随意契約		D		成果進行型		1/18/19		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		1/18/19		役務		中小企業				A0F01JDE2306B		A18027726		A18027726						2/25/19		12/5/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟ＲＩ排水貯留タンク（ＤＴ－ＮＭ３－２－１）バルブ取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		177,120		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		成果進行型		2/15/19		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		2/15/19		役務		中小企業				A0F01JDE2306F		A18027845		A18027845						3/25/19		11/30/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１電源棟電源室空調機（ＡＣＰ－Ｄ１－１－１、３）ファン電動機その他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		203,040		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		工事		随意契約		D		成果進行型		1/11/19				廣瀬　欽一		礒﨑　操		1/11/19		工事		大企業				A0F01JDE2306F		A18027879		A18027879						1/25/19		11/29/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第２機械棟等冷水ポンプ電動機取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		982,800		東洋プラント工業（株）		0298428611		工事		随意契約		D		成果進行型		2/20/19				廣瀬　欽一		礒﨑　操		3/15/19		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18027984		A18027984						3/25/19		12/3/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟制御盤内雨水侵入対策作業その他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		649,080		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		成果進行型		12/18/18		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		12/18/18		役務		中小企業				A0F01JDE2306B		A18028263		A18028263						1/25/19		12/6/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟冷却塔（ＣＴ－ＨＭ１－６－３）ファン軸受他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		202,500		東洋プラント工業（株）		0298428611		工事		随意契約		D		成果進行型		2/1/19				廣瀬　欽一		礒﨑　操		2/1/19		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18029426		A18029426						2/25/19		12/18/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟純水２系統超音波流量計表示部取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		993,600		日本電技（株）つくば支店		0298513166		工事		随意契約		D		成果進行型		3/14/19				廣瀬　欽一		礒﨑　操		3/15/19		工事		大企業				A0F01JDE2306F		A18029850		A18029850						4/25/19		12/12/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟等フィルターユニットマノメーター配管改修工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		561,600		(株）山一		0292871390		工事		随意契約		D		成果進行型		1/18/19				廣瀬　欽一		礒﨑　操		1/18/19		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18029768		A18029768						2/25/19		12/7/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１電源棟電源室空調機（ＡＣＰ－Ｄ１－１－５）№１側圧縮機等取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		972,000		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		工事		随意契約		D		成果進行型		2/15/19				廣瀬　欽一		礒﨑　操		2/15/19		工事		大企業				A0F01JDE2306F		A18029789		A18029789						3/25/19		12/19/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟外気処理装置（ＡＦＵ－ＮＵ３－１）内部錆止塗装		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		594,000		第一鉄工(株)		0291372612		その他		随意契約		D		成果進行型		3/15/19		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		3/15/19		役務		中小企業				A0F01JDE2306F		A18030809		A18030809						4/25/19		12/28/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟等空冷チラー整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		1,944,000		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		その他		随意契約		D		成果進行型		3/22/19		納入場所		廣瀬　欽一		小川　一弘		3/22/19		役務		大企業				A0F01JDE2306B		A18035665		A18035665						4/25/19		2/25/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１電源棟コントロール室空調機（ＡＣＰ－Ｄ１－２０）圧縮機他取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		425,520		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		工事		随意契約		D		成果進行型		3/29/19				江口　洋		礒﨑　操		3/28/19		工事		大企業				A0F01JDE2306F		A18038143		A18038143						4/25/19		2/26/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟薬液注入ユニット（ＹＴＵ－Ｄ３－１）ポンプ更新工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		135,000		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		工事		随意契約		D		成果進行型		3/25/19				江口　洋		小川　一弘		3/28/19		工事		非対象その他				A0F01JDE2306F		A18038244		A18038244						4/25/19		2/22/19		大強度陽子加速器による実験研究

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）２号館２０８号室空調機渡り配線取設工事		運交金-J-PARC-一般安全(一般)-物件費		0		0		39,420		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		工事		随意契約		E		期間進行型		9/28/18				江口　洋		別所　光太郎		9/28/18		工事		大企業				A0F01SDD2116F		A18015709		A18015709						10/25/18		8/6/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）2号館屋上防水補修工事		運交金-J-PARC-一般安全(一般)-物件費		0		0		226,800		(有)ＫＩ防水		0280308305		工事		随意契約		E		期間進行型		10/22/18				廣瀬　欽一		別所　光太郎		10/31/18		工事		中小企業		4/1/88		A0F01SDD2116F		A18019032		A18019032						11/22/18		9/21/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟ＢＬ－２７非常口屋外タイル補修工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		345,600		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		工事		随意契約		D		進行基準対象外		2/25/19				城野　雅明		足立　伸一		3/15/19		工事		中小企業				A1B10SD01106F		A18029996		A18029996						3/25/19		12/25/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟３階３１１号室空調機更新工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		302,400		空調システムサービス（株）		02983658751		工事		随意契約		D		進行基準対象外		2/7/19				城野　雅明		足立　伸一		2/8/19		工事		中小企業				A1B10SD01106F		A18031185		A18031185						2/25/19		1/9/19		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟漏電監視制御機器改修工事		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		939,600		三菱電機システムサービス㈱東京機電支社		0334545521		工事		随意契約		D		進行基準対象外		3/22/19				城野　雅明		足立　伸一		3/20/19		工事		大企業				A1B10SD01106F		A18033639		A18033639						4/25/19		1/18/19		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ光源棟漏電監視システム改修		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		0		0		788,400		三菱電機システムサービス㈱東京機電支社		0334545521		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/22/19				城野　雅明		足立　伸一		3/20/19		役務		大企業				A1B10SD01106F		A18033644		A18033644						4/25/19		2/14/19		プロジェクト対象外

		-		①		その他修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟浴室タオル掛補修　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-備品・消耗品・雑役務費		0		0		16,200		(株)山三		0298563678		その他		随意契約		D		進行基準対象外		1/24/19		納入場所		佐久間　昌子		塚田　昌稔		1/30/19		役務		中小企業				A1E51SD20206I		A18032976		A18032976						2/25/19		1/10/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設４号棟１階等ユニットバス浴室錠改修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		38,880		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		D		進行基準対象外		6/21/18				江口　洋		塚田　昌稔		7/31/18		工事		中小企業				A1E51SD20506F		A18008117		A18008117						7/25/18		5/25/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設２号棟２階男子トイレ小便器排水管漏水修理工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		64,800		カンキ工業（有）		0298855110		工事		随意契約		D		進行基準対象外		6/12/18				江口　洋		塚田　昌稔		6/8/18		工事		中小企業				A1E51SD20506F		A18007883		A18007883						6/25/18		5/18/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設３号棟３１３室ユニットバス排水アダプタ改修その他工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		115,560		古谷建設（株）		0297351456		工事		随意契約		D		進行基準対象外		7/31/18				江口　洋		塚田　昌稔		8/15/18		工事		中小企業				A1E51SD20506F		A18014535		A18014535						8/24/18		7/24/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ｂ号棟２０１室浴室漏水修理工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		27,000		カンキ工業（有）		0298855110		工事		随意契約		D		進行基準対象外		9/7/18				江口　洋		塚田　昌稔		9/7/18		工事		中小企業				A1E51SD20506F		A18017110		A18017110						9/25/18		8/27/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ａ号棟１０２室洋便器補修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		44,280		古谷建設（株）		0297351456		工事		随意契約		D		進行基準対象外		9/14/18				江口　洋		塚田　昌稔		9/25/18		工事		中小企業				A1E51SD20506F		A18017424		A18017424						10/25/18		8/27/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟１・２階浴室混合水栓取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		59,400		（有）佐藤管理工業		0298234047		工事		随意契約		D		進行基準対象外		10/10/18				城野　雅明		塚田　昌稔		10/10/18		工事		中小企業				A1E51SD20506F		A18020045		A18020045						10/25/18		9/19/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ａ号棟１０１室等木製窓補修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		111,240		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		D		進行基準対象外		11/2/18				城野　雅明		塚田　昌稔		11/19/18		工事		中小企業				A1E51SD20506F		A18022811		A18022811						11/22/18		10/17/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟鋼製建具改修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		1,458,000		(株)山三		0298563678		工事		随意契約		D		進行基準対象外		1/17/19				廣瀬　欽一		塚田　昌稔		2/15/19		工事		中小企業				A1E51SD20506F		A18006492		A18006492						1/25/19		10/23/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ａ号棟ピット汚水配管取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		85,320		（有）佐藤管理工業		0298234047		工事		随意契約		D		進行基準対象外		11/1/18				城野　雅明		塚田　昌稔		11/2/18		工事		中小企業				A1E51SD20506F		A18022810		A18022810						11/22/18		10/17/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ｂ号棟３０３室浴室換気扇取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		37,800		カンキ工業（有）		0298855110		工事		随意契約		D		進行基準対象外		10/31/18				城野　雅明		塚田　昌稔		10/31/18		工事		中小企業				A1E51SD20506F		A18022807		A18022807						11/22/18		10/18/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ａ号棟１０１室食堂蛍光灯安定器取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		16,740		高橋興業（株）		0298242211		工事		随意契約		D		進行基準対象外		11/9/18				城野　雅明		塚田　昌稔		11/9/18		工事		中小企業				A1E51SD20506F		A18023858		A18023858						11/22/18		10/17/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟屋外給湯器取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		313,200		（有）佐藤管理工業		0298234047		工事		随意契約		D		進行基準対象外		12/10/18				城野　雅明		塚田　昌稔		12/10/18		工事		中小企業				A1E51SD20506F		A18026196		A18026196						12/25/18		11/19/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟便所給排水管改修工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		6,264,000		㈱ショウテック　つくば営業所		0298461741		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		2/27/19				城野　雅明		塚田　昌稔		2/28/19		工事		中小企業		3/3/92		A1E51SD20506F		A18023919		A18023919						3/25/19		11/27/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ｂ‐３０３室浴室混合栓取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		32,400		（有）佐藤管理工業		0298234047		工事		随意契約		D		進行基準対象外		12/21/18				城野　雅明		塚田　昌稔		12/21/18		工事		中小企業				A1E51SD20506F		A18027923		A18027923						1/25/19		12/3/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設１号棟シャワー室用給湯器取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		313,200		（有）佐藤管理工業		0298234047		工事		随意契約		D		進行基準対象外		1/16/19				城野　雅明		塚田　昌稔		1/16/19		工事		中小企業				A1E51SD20506F		A18029283		A18029283						1/25/19		12/14/18		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研外国人研究員等宿泊施設Ｂ号棟２０２室浴室漏水修理工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		46,980		カンキ工業（有）		0298855110		工事		随意契約		D		進行基準対象外		3/8/19				城野　雅明		塚田　昌稔		3/8/19		工事		中小企業				A1E51SD20506F		A18036879		A18036879						3/25/19		2/20/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟補食室等照明器具取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		236,520		（株）須藤電気商会		0298211329		工事		随意契約		D		進行基準対象外		3/22/19				城野　雅明		丸山　雅史		3/18/19		工事		中小企業				A1E51SD20506F		A18038460								4/25/19		2/20/19		プロジェクト対象外

		-		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設共用棟補食室パッケージ形空調機取替工事		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		0		0		788,400		高橋興業（株）		0298242211		工事		随意契約		D		進行基準対象外		3/27/19				城野　雅明		塚田　昌稔		3/27/19		工事		中小企業				A1E51SD20506F		A18038949		A18038949						4/25/19		3/12/19		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ研究棟光学素子準備室実験盤ＥＸ‐２４配線用遮断器電圧切替工事		その他補助金等-放二-一般管理費[18H04 ﾀﾝﾊﾟｸ・千田]-物件費		0		0		42,120		メイデン（株）		0297622509		工事		随意契約		C		進行基準対象外		10/4/18				城野　雅明		山田　悠介		10/12/18		工事		中小企業				I0B12DHI4036F		A18020042		A18020042						10/25/18		9/27/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端加速器試験棟高天井用照明器具取替工事		その他補助金等-施設部-18H07 省ｴﾈ投資促進支援-設備費		0		0		1,320,826		市村電気工業（株） （窓口払）		0298574050-1		工事		随意契約		D		進行基準対象外		12/27/18				廣瀬　欽一		伊藤　博		12/27/18		工事		中小企業				I0E31DH07016F		A18030303								1/21/19		11/20/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ７電源棟実験盤Ｄ７－ＥＸ－１０配線用遮断器取替工事		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-RFシステム		0		0		84,240		（株）須藤電気商会		0298211329		工事		随意契約		D		進行基準対象外		8/2/18				江口　洋		渡邉　謙		8/2/18		工事		中小企業				I1C28BD01126F		A18011031		A18011031						8/24/18		7/5/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホールK1.8BRエリア外テントハウス自動火災報知設備他取設工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		434,160		西山電気（株）		0334440101		工事		随意契約		D		進行基準対象外		12/7/18				廣瀬　欽一		千田　謙太郎		12/7/18		工事		中小企業				I1F01JDAa116F		A18024823								12/25/18		10/29/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟ホット機械室排水配管改修工事		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・二次ライン		0		0		397,440		㈱タケムラ		0294531711		工事		随意契約		D		進行基準対象外		3/22/19				江口　洋		大山　雄一		3/22/19		工事		中小企業				I1F01JDAc146F		A18038950		A18038950						4/25/19		3/11/19		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟等廃液送水設備その他改修工事		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・TS冷却水		0		0		5,140,800		㈱タケムラ		0294531711		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/25/19				城野　雅明		大山　雄一		3/22/19		工事		中小企業				I1F01JDAc196F		A18017030		A18017030						4/25/19		11/19/18		プロジェクト対象外

		P		①		付設備		高エネ研（東海）ＭＲ第１電源棟ＲＦ用実験盤他取設工事		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-ＲＦ		0		0		4,560,624		西山電気（株）		0334440101		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		1/11/19				江口　洋		原　圭吾		1/11/19		工事		中小企業				I1F01JDC11303		A18014997		A18014997						1/25/19		9/28/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１電源棟ＲＦ用実験盤他取設工事		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-ＲＦ		0		0		407,376		西山電気（株）		0334440101		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		1/11/19				江口　洋		原　圭吾		1/11/19		工事		中小企業				I1F01JDC1136F		A18014997		A18014997						1/25/19		9/28/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ補助機械棟パッケージ形空調機熱交換器修理		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-真空		0		0		149,040		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/15/18				江口　洋		佐藤　吉博		6/15/18		役務		中小企業				I1F01JDC1196F		A18006529		A18006529						7/25/18		5/15/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第2機械棟出入口扉改修工事		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		516,240		東康建設工業（株）		0292822626		工事		随意契約		D		進行基準対象外		9/14/18				江口　洋		髙橋　誠		9/14/18		工事		中小企業				I1F01JDE2106F		A18010186		A18010186						10/25/18		6/15/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟等出入口電気錠取替工事		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		153,360		文化シャッター日立販売(株)		0292824441		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/29/18				江口　洋		髙橋　誠		10/31/18		役務		中小企業		6/1/77		I1F01JDE2106F		A18017280		A18017280						11/22/18		8/24/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟遮蔽扉枠補修工事		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		183,600		第一鉄工(株)		0291372612		工事		随意契約		D		進行基準対象外		9/28/18				江口　洋		髙橋　誠		9/28/18		工事		中小企業				I1F01JDE2106F		A18017245		A18017245						10/25/18		8/27/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第2搬入棟遮蔽扉枠補修工事（その2）		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		100,440		第一鉄工(株)		0291372612		工事		随意契約		D		進行基準対象外		11/20/18				廣瀬　欽一		髙橋　誠		12/10/18		工事		中小企業				I1F01JDE2106F		A18024555		A18024555						12/25/18		11/5/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）長尺ビームライン棟汚染検査室出入口扉補修工事		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		262,440		東康建設工業（株）		0292822626		工事		随意契約		D		進行基準対象外		1/11/19				廣瀬　欽一		髙橋　誠		1/15/19		工事		中小企業				I1F01JDE2106F		A18029415		A18029415						1/25/19		12/18/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第２電源棟出入口扉電気錠取替工事		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		95,580		文化シャッター日立販売(株)		0292824441		工事		随意契約		D		進行基準対象外		2/21/19				廣瀬　欽一		相沢　栄次郎		3/11/19		工事		中小企業		6/1/77		I1F01JDE2106F		A18031461		A18031461						3/25/19		1/11/19		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）長尺ビームライン棟等ＬＥＤ照明器具他取設工事		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		403,920		西山電気（株）		0334440101		工事		随意契約		D		進行基準対象外		8/31/18				江口　洋		千田　謙太郎		8/31/18		工事		中小企業				I1F01JDE2206F		A18012346		A18012346						9/25/18		7/9/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ入域管理棟等エレベーターバッテリー他取替工事		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		960,638		東芝エレベータ（株）東関東支社		0432253521		工事		随意契約		D		進行基準対象外		2/15/19				江口　洋		千田　謙太郎		2/15/19		工事		大企業				I1F01JDE2206F		A18016681		A18016681						3/25/19		8/23/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟等非常灯用蓄電池取替工事		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		387,180		金沢産業（株）		0294342411-1		工事		随意契約		D		進行基準対象外		10/26/18				江口　洋		千田　謙太郎		10/26/18		工事		中小企業				I1F01JDE2206F		A18017792		A18017792						11/22/18		9/3/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟等中央監視装置冷却クーラー制御用リレー交換その他		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		71,280		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/15/18		納入場所		廣瀬　欽一		千田　謙太郎		10/12/18		役務		中小企業				I1F01JDE2206F		A18019691		A18019691						11/22/18		9/26/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホールK1.8BRエリア外テントハウス自動火災報知設備他取設工事		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		43,200		西山電気（株）		0334440101		工事		随意契約		D		進行基準対象外		12/7/18				廣瀬　欽一		千田　謙太郎		12/7/18		工事		中小企業				I1F01JDE2206F		A18024823								12/25/18		10/29/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)MR第１電源棟設備用ヤード屋外変圧器他塗装工事		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		858,600		金沢産業（株）		0294342411-1		工事		随意契約		D		進行基準対象外		1/11/19				廣瀬　欽一		大髙　光夫		1/11/19		工事		中小企業				I1F01JDE2206F		A18025290		A18025290						1/25/19		11/19/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノモニター棟電気用ヤード屋外変圧器他塗装工事		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		664,200		金沢産業（株）		0294342411-1		工事		随意契約		D		進行基準対象外		2/8/19				廣瀬　欽一		大髙　光夫		2/8/19		工事		中小企業				I1F01JDE2206F		A18029683		A18029683						2/25/19		12/21/18		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研(東海)ＭＲ第３電源棟直流電源装置整流器用部品取替工事		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		995,004		古河電池（株）　東京事務所		0334922971		工事		随意契約		D		進行基準対象外		3/22/19				廣瀬　欽一		千田　謙太郎		3/22/19		工事		みなし大企業		9/1/50		I1F01JDE2206F		A18031812		A18031812						4/25/19		1/18/19		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール南側パッケージ型消火栓移設工事		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		120,960		㈱タケムラ		0294531711		工事		随意契約		D		進行基準対象外		11/19/18				廣瀬　欽一		髙橋　仁		12/7/18		工事		中小企業				I1F01JDAa106F		A18023009		A18023009						12/25/18		11/5/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）中央制御棟等照明器具安定器他取替工事		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		137,160		西山電気（株）		0334440101		工事		随意契約		D		進行基準対象外		3/15/19				廣瀬　欽一		千田　謙太郎		3/15/19		工事		中小企業				I1F01JDE2206F		A18032762		A18032762						4/25/19		1/23/19		プロジェクト対象外

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲトンネル等ＬＥＤ照明器具交換その他		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		58,320		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/5/19		納入場所		江口　洋		千田　謙太郎		3/5/19		役務		中小企業				I1F01JDE2206F		A18035854		A18035854						3/25/19		2/13/19		プロジェクト対象外

		P		①		構築物		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟純水ポンプ整備用グリンハウス設置その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		928,800		（株）アトックス		0355407953		工事		随意契約		D		成果進行型		10/15/18				江口　洋		礒﨑　操		10/12/18		工事		大企業		9/1/80		A0F01JDE23004		A18016021		A18016021						10/25/18		7/23/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		構築物		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟（ＣＴ－ＮＭ２－１）点検架台取設工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		604,800		第一鉄工(株)		0291372612		工事		随意契約		D		成果進行型		12/6/18				廣瀬　欽一		礒﨑　操		2/15/19		工事		中小企業				A0F01JDE23004		A18026419		A18026419						12/25/18		11/20/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研テント倉庫膜張替工事		運交金-施設部-テントハウス補修費[裁量]-物件費		0		0		19,440,000		太陽工業（株）東関東営業所		0432434770-1		工事		随意契約（第一号）		D		期間進行型		3/20/19				廣瀬　欽一		府川　薫		3/25/19		工事		大企業		5/1/22		A0E31SDT5106F		A18027961		A18027961						4/25/19		1/16/19		プロジェクト対象外

				①修繕費合計（一般） シュウゼンヒ ゴウケイ イッパン				全体 ゼンタイ								331,434,877

								内、運交金 ウチ ウンコウキン								300,440,209

								内、授業料収入 ウチ ジュギョウリョウ シュウニュウ								0

								内、目的積立金 ウチ モクテキ ツミタテキン								0

		P		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子放射性排水処理棟ＲＩ排水処理施設他改修工事		運交金-共通施設長-老朽化対策経費(一般)-RI排水設備更新		0		0		38,750,400		（株）楠原管工業		0296242445		工事		一般競争契約		C		期間進行型		3/22/19				城野　雅明		古宮　綾		3/22/19		工事		中小企業				A0D01SDT1116F		A18009806		A18009806						4/25/19		10/22/18		プロジェクト対象外

		P		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２低温棟天井クレーンマグネットスイッチ他取替工事		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		0		0		638,280		（株）神内電機製作所		0335850255		工事		随意契約		E		期間進行型		2/28/19				城野　雅明		中本　建志		2/28/19		工事		中小企業				A0D13SD09106F		A18027886		A18027886						3/25/19		11/30/18		プロジェクト対象外

		P		①特 トク		機械装置		高エネ研第2工作棟等天井クレーン無線装置取設工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		1,965,600		（株）神内電機製作所		0335850255		工事		随意契約		E		期間進行型		3/22/19				廣瀬　欽一		文珠四郎　秀昭		3/22/19		工事		中小企業				A0D14SD0b1005		A18030018		A18030018						4/25/19		1/15/19		プロジェクト対象外

		P		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ特高変電所高圧盤（ＦＱ－１２）電力量計取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		624,240		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		工事		随意契約		D		成果進行型		8/24/18				江口　洋		丸山　雅史		8/24/18		工事		大企業				A0E31BPD1106F		A18005698		A18005698						9/25/18		5/8/18		プロジェクト対象

		P		①特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂実験棟スクリュー冷凍機（ＯＭ－Ｒ－１，３）オイルポンプメカニカルシール他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		727,920		日本熱源システム（株）		0353662761		その他		随意契約		D		成果進行型		7/27/18		納入場所		江口　洋		清岡　翔吾		7/27/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206B		A18004693		A18004693						8/24/18		5/1/18		プロジェクト対象

		P		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研富士機械棟等スクリュー冷凍機吐出圧力センサー他取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		810,000		（株）前川製作所		0297481592		その他		随意契約		D		成果進行型		9/28/18		納入場所		江口　洋		清岡　翔吾		9/28/18		役務		大企業				A0E31BPD1206F		A18014347		A18014347						10/25/18		7/24/18		プロジェクト対象

		P		①特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研３Ｍ機械棟スクリュー冷凍機（Ｒ－１）圧縮機メカニカルシール取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		993,600		日本熱源システム（株）		0353662761		その他		随意契約		D		成果進行型		11/5/18		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		11/2/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206B		A18021511		A18021511						11/22/18		10/4/18		プロジェクト対象

		P		①特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ‐ＡＲ東第２実験棟等クレーンペンダント押釦スイッチ取替その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		253,800		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		12/19/18		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		12/19/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206B		A18026846		A18026846						1/25/19		11/20/18		プロジェクト対象

		P		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研大穂実験棟スクリュー冷凍機（ＯＭ－Ｒ－２）空熱ファン（Ｎｏ．７）取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		610,200		日本熱源システム（株）		0353662761		その他		随意契約		D		成果進行型		3/4/19		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		2/25/19		役務		中小企業				A0E31BPD1206F		A18027173		A18027173						3/25/19		11/26/18		プロジェクト対象

		P		①特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟等スクリュー冷凍機（Ｒ‐１他）圧力センサー取替		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		648,000		（株）前川製作所		0297481592		その他		随意契約		D		成果進行型		3/22/19		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		3/22/19		役務		大企業				A0E31BPD1206B		A18035375		A18035375						4/25/19		2/13/19		プロジェクト対象

		長 チョウ		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ井水ポンプ室井水給水ポンプ（Ｎｏ．２）用インバータ等取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		680,400		（株）日立産機システム　筑波サービスステーション		02982658511		工事		随意契約		D		期間進行型		2/28/19				城野　雅明		見持　歩樹		2/28/19		工事		大企業				A0E31SD81306F		A18024735		A18024735						3/25/19		11/5/18		プロジェクト対象外

		P		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研第２工作棟加工室井水バルブ取設工事		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		0		0		270,000		（有）佐藤管理工業		0298234047		工事		随意契約		E		期間進行型		9/7/18				江口　洋		文珠四郎　秀昭		9/7/18		工事		中小企業				A0D14SD0b106F		A18015481		A18015481						9/25/18		7/31/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区湧水井戸ポンプ電源取設工事		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-主ﾘﾝｸﾞ漏水対策ﾎﾟﾝﾌﾟ・配管取替		0		0		170,640		（株）須藤電気商会		0298211329		工事		随意契約		C		期間進行型		7/20/18				江口　洋		髙山　健		7/20/18		工事		中小企業				A0E51SDT8046F		A18009081		A18009081						8/24/18		6/5/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ地区湧水井戸ポンプ更新工事		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-主ﾘﾝｸﾞ漏水対策ﾎﾟﾝﾌﾟ・配管取替		0		0		3,175,200		（株）楠原管工業		0296242445		工事		一般競争契約		C		期間進行型		9/21/18				江口　洋		髙山　健		9/21/18		工事		中小企業				A0E51SDT8046F		A18009080		A18009080						10/25/18		7/11/18		プロジェクト対象外

		P		①特 トク		他委託		高エネ研電子放射性廃水処理棟アスベスト保温材処理作業		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		2,916,000		（株）楠原管工業		0296242445		その他		随意契約		D		成果進行型		3/22/19		納入場所		廣瀬　欽一		見持　歩樹		3/22/19		役務		中小企業				A0E31BPD12078		A18040688		A18040688						4/25/19		1/22/19		プロジェクト対象

		長 チョウ		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＥＲＬ開発棟天井クレーン２５ｔ用フックシーブ取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		587,520		（株）神内電機製作所		0335850255		工事		随意契約		D		期間進行型		3/20/19				城野　雅明		清岡　翔吾		3/20/19		工事		中小企業				A0E31SD81306F		A18028434		A18028434						4/25/19		11/30/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＳ北実験棟等天井クレーンケーブル支持鋼材切断作業		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		478,440		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		3/22/19		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		3/22/19		役務		中小企業				A0E31SD81306F		A18037217		A18037217						4/25/19		3/1/19		プロジェクト対象外

		P		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第２設備棟ＲＩ排水貯留タンク工水補給バルブ取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		194,400		㈱タケムラ		0294531711		工事		随意契約		D		成果進行型		3/15/19				廣瀬　欽一		礒﨑　操		3/15/19		工事		中小企業				A0F01JDE2306F		A18030722		A18030722						4/25/19		12/25/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロンスイッチヤード傾斜クレーンＮｏ．２南側駆動部整備		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		13,294,800		飛島建設（株）		0332229023-2		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		9/10/18				廣瀬　欽一		髙橋　仁		9/14/18		役務		大企業				I1F01JDAa106F		A18009060		A18009060						9/25/18		6/29/18		プロジェクト対象外

		P		①特 トク		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール天井クレーン（４０／２０ｔ）補巻ワイヤーロープ取替		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		1,870,560		福山産業（株）		0473008300		工事		随意契約		D		進行基準対象外		9/20/18				廣瀬　欽一		髙橋　仁		10/31/18		工事		中小企業		4/20/90		I1F01JDAa106F		A18012561		A18012561						10/25/18		7/31/18		プロジェクト対象外

				①修繕費合計（特殊） シュウゼンヒ ゴウケイ				全体 ゼンタイ								69,660,000

								内、運交金 ウチ ウンコウキン								54,494,640

								内、授業料収入 ウチ ジュギョウリョウ シュウニュウ								0

								内、目的積立金 ウチ モクテキ ツミタテキン								0

		P		②		研究装置保守点検費		高エネ研筑波第一コンプレッサー棟冷却塔その他保全業務　一式		運交金-素核研-Belle(B)-物件費・低温		0		0		712,800		空調システムサービス（株）		02983658751		その他		随意契約		D		成果進行型		11/9/18		納入場所		松浦　奏		川井　正徳		11/9/18		役務		中小企業				A0A20BDk1246C		A18013634		A18013634						12/25/18		7/20/18		Bファクトリーによる実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）Ｊ－ＰＡＲＣ工水受水槽清掃		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		3,979,638		（株）オンロード		0487812255		その他		随意契約		D		成果進行型		3/15/19		納入場所		廣瀬　欽一		小川　一弘		3/15/19		役務		中小企業		10/26/70		A0F01JDE2306B		A18027783		A18027783						4/25/19		12/25/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）Ｊ－ＰＡＲＣ工水受水槽汚泥処理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		950,400		（株）オンロード		0487812255		その他		随意契約		D		成果進行型		3/22/19		納入場所		江口　洋		小川　一弘		3/22/19		役務		中小企業		10/26/70		A0F01JDE2306B		A18037360		A18037360						4/25/19		2/18/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ‐ＡＲ西実験棟第１機械室純水精製装置イオン交換樹脂取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		933,552		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		工事		随意契約		D		成果進行型		2/28/19				城野　雅明		見持　歩樹		2/28/19		工事		非対象その他				A0E31BPD1206F		A18032897		A18032897						3/25/19		1/21/19		プロジェクト対象

		P		②		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟Ｍ０機械室等純水精製装置イオン交換樹脂取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		946,944		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		工事		随意契約		D		成果進行型		3/15/19				城野　雅明		見持　歩樹		3/15/19		工事		非対象その他				A0E31BPD1206F		A18034974		A18034974						4/25/19		2/14/19		プロジェクト対象

		P		②		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＳＴＦ機械棟純水精製装置（ＰＷＵ－１他）イオン交換樹脂取替		運交金-日米-早野・物件費・国内-先端加速器・STF基盤		0		0		993,600		平成理研（株）		0286601700		工事		随意契約		D		期間進行型		10/17/18				江口　洋		江木　昌史		10/19/18		工事		中小企業				A0E11ND15126F		A18016026		A18016026						11/22/18		8/23/18		プロジェクト対象外

		P		②		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟Ｍ２機械室等純水精製装置イオン交換樹脂取替工事		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		851,580		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		工事		随意契約		D		成果進行型		2/8/19				城野　雅明		見持　歩樹		2/8/19		工事		非対象その他				A0E31BPD1206F		A18030737		A18030737						2/25/19		12/27/18		プロジェクト対象

		P		②		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホールフィルターユニット（ＦＵ－ＨＨ－１）フィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		217,080		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		進行基準対象外		5/31/18				江口　洋		髙橋　仁		5/31/18		役務		中小企業				I1F01JDAa106F		A18005963		A18005963						6/25/18		4/24/18		プロジェクト対象外

		P		②		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟等純水精製装置樹脂流失防止フィルター取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		247,320		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		成果進行型		10/26/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		10/26/18		役務		中小企業				A0F01JDE2306F		A18016646		A18016646						11/22/18		8/9/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホールフィルターユニット（ＦＵ－ＨＨ－１）フィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		849,960		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		進行基準対象外		1/18/19				廣瀬　欽一		髙橋　仁		1/18/19		役務		中小企業				I1F01JDAa106F		A18028265		A18028265						2/25/19		11/22/18		プロジェクト対象外

		P		②		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・Ｄ２電源棟等送風機フィルター洗浄その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		255,960		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		7/25/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		7/25/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206F		A18013108		A18013108						8/24/18		7/3/18		プロジェクト対象

		P		②		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟フィルターユニット（ＦＵ－ＨＭ１－１、２）プレフィルター取替		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		158,760		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		成果進行型		2/15/19				廣瀬　欽一		髙橋　仁		2/15/19		役務		中小企業				A0F01JDAa106F		A18032351		A18032351						3/25/19		1/11/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端加速器試験棟ＪＬＣ系統他ストレーナー清掃		運交金-加六-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		0		0		88,560		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		3/27/19				城野　雅明		内藤　孝		3/27/19		役務		中小企業				A0C26LDl1106B		A18039158		A18039158						4/25/19		3/4/19		プロジェクト対象外

		-		②		他委託		職員宿舎維持管理業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		4,657,560		(株)アビック		0292282331		その他		一般競争契約		K		期間進行型		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD511078		A18000302		A18000302		A16020043		複数年度契約		9/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		②		研究装置保守点検費		STF棟機械設備保守管理業務　一式		運交金-日米-早野・物件費・国内-先端加速器・STF基盤		0		0		993,600		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		3/29/19		納入場所		佐藤　正和		早野　仁司		3/29/19		役務		中小企業				A0E11ND15126C		A18006294		A18006294						4/25/19		4/2/18		プロジェクト対象外

		P		②		消耗品		液晶ディスプレイ　２台		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		44,280		北原商事（株）		0339207549		供給		随意契約		D		成果進行型		5/16/18		納入場所		江口　洋		丸山　雅史		5/25/18		物品		中小企業				A0E31BPD11046		A18004234		A18004234						6/25/18		5/2/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		クランプオンセンサ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		54,000		北原商事（株）		0339207549		供給		随意契約		D		成果進行型		6/4/18		納入場所		江口　洋		丸山　雅史		6/8/18		物品		中小企業				A0E31BPD11046		A18008029		A18008029						6/25/18		5/28/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		高枝切ハサミ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		14,688		古本機工（株）		0298515553		供給		随意契約		D		成果進行型		6/14/18		納入場所		江口　洋		丸山　雅史		6/22/18		物品		中小企業				A0E31BPD11046		A18009808		A18009808						7/25/18		6/6/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		蛍光灯　1000本		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		209,000		(株)パブリック商会		0427975311		供給		随意契約		D		成果進行型		7/25/18		納入場所		江口　洋		丸山　雅史		7/31/18		物品		中小企業				A0E31BPD11046		A18013195		A18013195						8/24/18		7/5/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		複合ヒューズ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		155,520		日本高圧電気（株）		0562471251		供給		随意契約		D		成果進行型		7/30/18		納入場所		江口　洋		丸山　雅史		8/3/18		物品		中小企業				A0E31BPD11046		A18012935		A18012935						8/24/18		7/10/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		スタジオ用ハロゲン電球　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		479,866		首都圏電工(株)柏営業所		0298237371		供給		随意契約		D		成果進行型		7/30/18		納入場所		江口　洋		丸山　雅史		7/31/18		物品		中小企業				A0E31BPD11046		A18013459		A18013459						8/24/18		7/10/18		プロジェクト対象

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ研究棟１階廊下ネットワークサーバー用換気扇パネル取替その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		461,160		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		8/20/18		納入場所		江口　洋		丸山　雅史		8/10/18		役務		中小企業				A0E31BPD1106B		A18013636		A18013636						9/25/18		7/19/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		ＬＥＤライト　４個		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		30,240		北原商事（株）		0339207549		供給		随意契約		D		成果進行型		7/30/18		納入場所		江口　洋		氏家　和輝		8/2/18		物品		中小企業				A0E31BPD11046		A18014328		A18014328						8/24/18		7/26/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		壁掛ホワイトボード　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		4,280		北原商事（株）		0339207549		供給		随意契約		D		成果進行型		8/9/18		納入場所		江口　洋		丸山　雅史		8/9/18		物品		中小企業				A0E31BPD11046		A18015222		A18015222						9/25/18		7/30/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		三極連動カットアウト　１０台		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		999,000		日本高圧電気（株）		0562471251		供給		随意契約		D		成果進行型		9/4/18		納入場所		江口　洋		丸山　雅史		8/31/18		物品		中小企業				A0E31BPD11046		A18015798		A18015798						9/25/18		8/6/18		プロジェクト対象

		P		②		他委託		高エネ研受変電設備定期点検整備に伴う操作等		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		906,120		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		9/7/18		納入場所		江口　洋		丸山　雅史		9/7/18		役務		中小企業				A0E31BPD11078		A18017356		A18017356						9/25/18		7/31/18		プロジェクト対象

		P		②		他委託		高エネ研サブ変電所Ｓ－５０７ＶＣＢ不具合調査		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		91,800		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		その他		随意契約		D		成果進行型		9/7/18		納入場所		江口　洋		丸山　雅史		9/7/18		役務		大企業				A0E31BPD11078		A18016948		A18016948						9/25/18		8/20/18		プロジェクト対象

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＳ特高変電所等地下タンク貯蔵所漏洩点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		304,560		日振工発（株）東関東支店		0336002722-1		その他		随意契約		D		成果進行型		10/5/18		納入場所		江口　洋		鈴木　士亜斗		9/28/18		役務		中小企業				A0E31BPD1106B		A18016680		A18016680						10/25/18		8/24/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		光電式煙感知器ヘッド　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		513,000		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		供給		随意契約		D		成果進行型		9/21/18		納入場所		江口　洋		丸山　雅史		9/28/18		物品		大企業				A0E31BPD11046		A18018902		A18018902						10/25/18		9/4/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		パーソナルコンピュータ　１台		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		61,020		北原商事（株）		0339207549		供給		随意契約		D		成果進行型		9/25/18		納入場所		江口　洋		丸山　雅史		9/28/18		物品		中小企業				A0E31BPD11046		A18018968		A18018968						10/25/18		9/12/18		プロジェクト対象

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区中央監視装置リチウム電池交換		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		284,040		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		その他		随意契約		D		成果進行型		10/12/18		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		10/12/18		役務		大企業				A0E31BPD1106B		A18020106		A18020106						10/25/18		9/3/18		プロジェクト対象

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＫＥＫＢ地区中央監視装置点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		993,600		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		0292249565		その他		随意契約		D		成果進行型		11/22/18		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		11/22/18		役務		大企業				A0E31BPD1106B		A18020704		A18020704						12/25/18		9/25/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		ソフトウェア　１個		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		31,320		北原商事（株）		0339207549		供給		随意契約		D		成果進行型		10/11/18		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		10/12/18		物品		中小企業				A0E31BPD11046		A18021333		A18021333						10/25/18		10/1/18		プロジェクト対象

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦ地区中央監視装置点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		907,200		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		その他		随意契約		D		成果進行型		10/26/18		納入場所		江口　洋		丸山　雅史		10/26/18		役務		大企業				A0E31BPD1106B		A18017039		A18017039						11/22/18		8/24/18		プロジェクト対象

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研３号館３階３０４室等固定電話機取替その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		887,760		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		12/7/18		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		12/7/18		役務		中小企業				A0E31BPD1106B		A18026406		A18026406						12/25/18		11/22/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		冷却塔用水処理剤　４００ｋｇ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		864,000		パナソニック産機システムズ(株)　首都圏支店		0336845341		供給		随意契約		D		成果進行型		4/25/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		4/27/18		物品		大企業				A0E31BPD12046		A18001451		A18001451						5/25/18		4/4/18		プロジェクト対象

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンＲＢ－１，３保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		864,000		パナソニック産機システムズ(株)　首都圏支店		0336845341		その他		随意契約		D		成果進行型		3/31/19		納入場所		江口　洋		清岡　翔吾		3/31/19		役務		大企業				A0E31BPD1206B		A18002324		A18002324						10/25/18		4/1/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		ステンレス連成計　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		559,062		北原商事（株）		0339207549		供給		随意契約		D		成果進行型		5/25/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		6/8/18		物品		中小企業				A0E31BPD12046		A18004826		A18004826						6/25/18		5/2/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		工業用窒素ガス　４５本		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		145,800		（株）サイサン　つくば営業所		0298470876		供給		随意契約		D		成果進行型		6/5/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		6/6/18		物品		大企業				A0E31BPD12046		A18005530		A18005530						6/25/18		5/8/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		プレフィルタ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		89,640		日進技研（株）		0338623437		供給		随意契約		D		成果進行型		6/15/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		6/20/18		物品		中小企業				A0E31BPD12046		A18007155		A18007155						7/25/18		5/18/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		一般連成計　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		469,220		古本機工（株）		0298515553		供給		随意契約		D		成果進行型		6/21/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		6/25/18		物品		中小企業				A0E31BPD12046		A18004825		A18004825						7/25/18		5/21/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		ゲートバルブ　１個		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		14,040		北原商事（株）		0339207549		供給		随意契約		D		成果進行型		6/1/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		6/13/18		物品		中小企業				A0E31BPD12046		A18007769		A18007769						6/25/18		5/24/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		冷却塔用水処理剤　４００ｋｇ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		864,000		パナソニック産機システムズ(株)　首都圏支店		0336845341		供給		随意契約		D		成果進行型		6/20/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		6/22/18		物品		大企業				A0E31BPD12046		A18010411		A18010411						7/25/18		6/15/18		プロジェクト対象

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＦエネセンガス警報設備点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		95,040		三工サービス（株）		0424837341		その他		随意契約		D		成果進行型		7/27/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		8/10/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206B		A18013226		A18013226						8/24/18		6/25/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		冷却塔用水処理剤　４０８ｋｇ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		881,280		栗田工業（株）土浦営業所		0292320351		供給		随意契約		D		成果進行型		8/6/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		8/6/18		物品		大企業				A0E31BPD12046		A18014457		A18014457						8/24/18		7/2/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		冷却塔用水処理剤　４００ｋｇ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		864,000		パナソニック産機システムズ(株)　首都圏支店		0336845341		供給		随意契約		D		成果進行型		8/1/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		8/10/18		物品		大企業				A0E31BPD12046		A18014456		A18014456						8/24/18		7/19/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		安全逃し弁　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		133,560		古本機工（株）		0298515553		供給		随意契約		D		成果進行型		9/5/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		9/25/18		物品		中小企業				A0E31BPD12046		A18014637		A18014637						9/25/18		7/27/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		Vベルト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		69,800		北原商事（株）		0339207549		供給		随意契約		D		成果進行型		8/29/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		8/31/18		物品		中小企業				A0E31BPD12046		A18014468		A18014468						9/25/18		7/27/18		プロジェクト対象

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＰＳ地区共同溝等ガス警報設備点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		426,600		新コスモス電機（株）東日本支社		0354032700		その他		随意契約		D		成果進行型		9/28/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		9/28/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206B		A18015474		A18015474						10/25/18		8/6/18		プロジェクト対象

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研先端計測実験棟共同溝等ガス警報設備点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		164,160		光明理化学工業（株）		0357043511		その他		随意契約		D		成果進行型		10/3/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		9/28/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206B		A18015435		A18015435						10/25/18		8/1/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		工業用窒素ガス　１０本		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		32,400		（株）サイサン　つくば営業所		0298470876		供給		随意契約		D		成果進行型		8/28/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		9/11/18		物品		大企業				A0E31BPD12046		A18016469		A18016469						9/25/18		8/20/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		排水ポンプ　５台		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		367,200		（株）楠原管工業		0296242445		供給		随意契約		D		成果進行型		9/10/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		9/14/18		物品		中小企業				A0E31BPD12046		A18018130		A18018130						9/25/18		9/5/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		冷却塔用水処理剤　４００ｋｇ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		864,000		パナソニック産機システムズ(株)　首都圏支店		0336845341		供給		随意契約		D		成果進行型		10/3/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		10/9/18		物品		大企業				A0E31BPD12046		A18020545		A18020545						10/25/18		9/21/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		Ｖベルト　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		546,000		古本機工（株）		0298515553		供給		随意契約		D		成果進行型		12/27/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		1/11/19		物品		中小企業				A0E31BPD12046		A18019386		A18019386						1/25/19		9/26/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		消火栓ポンプ用部品　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		222,480		北原商事（株）		0339207549		供給		随意契約		D		成果進行型		10/26/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		11/2/18		物品		中小企業				A0E31BPD12046		A18021918		A18021918						11/22/18		10/12/18		プロジェクト対象

		P		②		他委託		高エネ研ＫＥＫＢフルオロカーボン冷凍施設保安責任者代理者業務		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		162,000		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		3/31/19		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		3/31/19		役務		中小企業				A0E31BPD12078		A18023470		A18023470						4/25/19		10/25/18		プロジェクト対象

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研日光実験棟１階機械室等空気源装置エアフィルター交換その他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		227,880		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		11/16/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		11/16/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206B		A18023434		A18023434						12/25/18		11/2/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		４サイズバルブキーレンチ　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		75,330		北原商事（株）		0339207549		供給		随意契約		D		成果進行型		11/26/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		11/30/18		物品		中小企業				A0E31BPD12046		A18025003		A18025003						12/25/18		11/9/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		冷却塔用水処理剤　４００ｋｇ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		864,000		パナソニック産機システムズ(株)　首都圏支店		0336845341		供給		随意契約		D		成果進行型		12/6/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		12/12/18		物品		大企業				A0E31BPD12046		A18026481		A18026481						12/25/18		11/15/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		電磁弁　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		48,330		北原商事（株）		0339207549		供給		随意契約		D		成果進行型		12/25/18		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		12/27/18		物品		中小企業				A0E31BPD12046		A18027892		A18027892						1/25/19		12/5/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		工業用窒素ガス　１８本		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		58,320		（株）サイサン　つくば営業所		0298470876		供給		随意契約		D		成果進行型		1/22/19		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		1/22/19		物品		大企業				A0E31BPD12046		A18030589		A18030589						2/25/19		12/28/18		プロジェクト対象

		P		②		他委託		高エネ研電子放射性廃水処理棟配管保温材アスベスト含有調査		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		211,680		（株）楠原管工業		0296242445		その他		随意契約		D		成果進行型		1/17/19		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		1/17/19		役務		中小企業				A0E31BPD12078		A18031181		A18031181						2/25/19		12/28/18		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		冷却塔用水処理剤　４００ｋｇ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		864,000		パナソニック産機システムズ(株)　首都圏支店		0336845341		供給		随意契約		D		成果進行型		2/15/19		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		2/22/19		物品		大企業				A0E31BPD12046		A18032380		A18032380						3/25/19		1/17/19		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		送風機軸受　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		52,920		三菱重工冷熱(株)筑波営業所		0298428423-1		供給		随意契約		D		成果進行型		2/4/19		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		2/8/19		物品		大企業				A0E31BPD12046		A18033031		A18033031						2/25/19		1/24/19		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		一般圧力計　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		189,000		北原商事（株）		0339207549		供給		随意契約		D		成果進行型		2/18/19		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		2/22/19		物品		中小企業				A0E31BPD12046		A18032386		A18032386						3/25/19		1/15/19		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		冷却塔用水処理剤　６４０ｋｇ		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		891,648		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		供給		随意契約		D		成果進行型		2/27/19		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		3/22/19		物品		非対象その他				A0E31BPD12046		A18034976		A18034976						3/25/19		2/8/19		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		工業用窒素ガス　２６本		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		84,240		（株）サイサン　つくば営業所		0298470876		供給		随意契約		D		成果進行型		3/15/19		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		3/25/19		物品		大企業				A0E31BPD12046		A18038454		A18038454						4/25/19		3/7/19		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		ＨＥＰＡフィルタ　２枚		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		140,400		日進技研（株）		0338623437		供給		随意契約		D		成果進行型		3/19/19		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		3/22/19		物品		中小企業				A0E31BPD12046		A18039392		A18039392						4/25/19		3/13/19		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		グレーチング　１枚		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		21,600		（株）楠原管工業		0296242445		供給		随意契約		D		成果進行型		3/25/19		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		3/25/19		物品		中小企業				A0E31BPD12046		A18038565		A18038565						4/25/19		3/7/19		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		ＬＥＤハンディライト　４個		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		6,480		北原商事（株）		0339207549		供給		随意契約		D		成果進行型		3/27/19		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		3/27/19		物品		中小企業				A0E31BPD12046		A18040106		A18040106						4/25/19		3/22/19		プロジェクト対象

		P		②		消耗品		径違いソケット　他		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		316,980		北原商事（株）		0339207549		供給		随意契約		D		成果進行型		3/27/19		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		3/27/19		物品		中小企業				A0E31BPD12046		A18039174		A18039174						4/25/19		3/13/19		プロジェクト対象

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研ＰＦ光源棟実験室特定天井落下防止対策検討業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		944,190		（株）日建設計		0662032361		その他		随意契約		D		期間進行型		6/29/18		納入場所		江口　洋		佐倉　恭平		6/29/18		役務		大企業				A0E31SD811078		A18006806		A18006806						7/25/18		5/7/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電動遮蔽扉等点検整備業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		864,000		（株）イトーキ　		0332066151		その他		随意契約		D		期間進行型		10/26/18		納入場所		江口　洋		佐倉　恭平		10/26/18		役務		大企業				A0E31SD81106B		A18011622		A18011622						11/22/18		6/22/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研３号館定期調査報告業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		486,000		（株）横須賀満夫建築設計事務所		0292254353		その他		随意契約		D		期間進行型		12/14/18		納入場所		城野　雅明		松本　利男		12/14/18		役務		中小企業				A0E31SD811078		A18019433		A18019433						12/25/18		9/3/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研開発共用棟煙突点検調査業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		162,000		（株）横須賀満夫建築設計事務所		0292254353		その他		随意契約		D		期間進行型		11/27/18		納入場所		城野　雅明		松本　利男		11/26/18		役務		中小企業				A0E31SD811078		A18025391		A18025391						12/25/18		10/17/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研ＰＦエネルギーセンターコンクリート強度等診断業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		907,200		(株)友水設計		0299244473		その他		随意契約		D		期間進行型		1/31/19		納入場所		城野　雅明		赤池　健		2/15/19		役務		中小企業				A0E31SD811078		A18028077		A18028077						2/25/19		12/4/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研敷地求積図作成業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		410,400		（株）ミカミ		0292571234		その他		随意契約		D		期間進行型		3/13/19		納入場所		城野　雅明		峯　秀介		3/22/19		役務		中小企業				A0E31SD811078		A18037558		A18037558						3/25/19		2/25/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		軍手　５セット		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		3,800		アマゾンジャパン合同会社（施設）		0120899717-01		供給		随意契約		D		期間進行型		2/13/19		納入場所		城野　雅明		佐倉　恭平		2/28/19		物品		大企業		7/5/94		A0E31SD811046		A18035487		A18035487						3/25/19		2/12/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		電気錠　３個		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		139,320		(株)山三		0298563678		供給		随意契約		D		期間進行型		3/25/19		納入場所		城野　雅明		佐倉　恭平		3/27/19		物品		中小企業				A0E31SD811046		A18039512		A18039512						4/25/19		3/14/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		梱包テープ　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		21,583		アマゾンジャパン合同会社（施設）		0120899717-01		供給		随意契約		D		期間進行型		3/26/19		納入場所		城野　雅明		佐倉　恭平		3/29/19		物品		大企業		7/5/94		A0E31SD811046		A18039830		A18039830						4/25/19		3/19/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ブースター電源棟等天井点検他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築[裁量]		0		0		712,800		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		3/22/19		納入場所		城野　雅明		佐倉　恭平		3/22/19		役務		中小企業				A0E31SD81116B		A18035380		A18035380						4/25/19		2/5/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研無線設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		507,600		日本テクニカル・サービス（株）東関東支社		0432733600		その他		随意契約		D		期間進行型		7/25/18		納入場所		江口　洋		丸山　雅史		8/31/18		役務		中小企業				A0E31SD81206B		A18012210		A18012210						8/24/18		6/26/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		16,038,000		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		その他		一般競争契約		D		期間進行型		3/31/19				城野　雅明		福島　裕隆		3/31/19		役務		大企業				A0E31SD81206B		A18019605				A17000229		複数年度契約		10/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研筑波実験棟等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		6,876,576		日本エレベーター製造（株）		0338660265		その他		一般競争契約		D		期間進行型		3/31/19		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		3/31/19		役務		大企業				A0E31SD81206B		A18002192		A18002192		A17000231		複数年度契約		10/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士実験棟等昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		1,736,640		日本オーチス・エレベータ（株）関東支社		0362201708		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/19		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		3/31/19		役務		大企業				A0E31SD81206B		A18002194		A18002194		A17000471		複数年度契約		10/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研ＥＲＬ開発棟昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		498,960		東芝エレベータ（株）東関東支社		0432253521		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/19		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		3/31/19		役務		大企業				A0E31SD81206B		A18002181		A18002181		A17000391		複数年度契約		10/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		筑波大学・高エネ研・茨城大学・筑波技術大学・防災科研昇降機設備保全業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		561,600		ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)		0362621630		その他		一般競争契約		D		期間進行型		3/31/19				城野　雅明		福島　裕隆		3/31/19		役務		大企業		10/3/94		A0E31SD81206B		A18019614								10/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		サークライン蛍光灯　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		321,624		首都圏電工(株)柏営業所		0298237371		供給		随意契約		D		期間進行型		11/1/18		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		11/2/18		物品		中小企業				A0E31SD812046		A18022884		A18022884						11/22/18		10/4/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		集合型漏電検出装置　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		351,540		首都圏電工(株)柏営業所		0298237371		供給		随意契約		D		期間進行型		12/13/18		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		12/21/18		物品		中小企業				A0E31SD812046		A18025221		A18025221						12/25/18		11/7/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		コードチップ　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		29,160		北原商事（株）		0339207549		供給		随意契約		D		期間進行型		11/26/18		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		12/14/18		物品		中小企業				A0E31SD812046		A18024980		A18024980						12/25/18		11/7/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		盤扉排気ファン　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		329,616		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		供給		随意契約		D		期間進行型		2/26/19		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		3/15/19		物品		大企業				A0E31SD812046		A18028913		A18028913						3/25/19		12/6/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		光電式煙感知器ヘッド　５個		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		62,100		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		供給		随意契約		D		期間進行型		12/17/18		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		12/21/18		物品		大企業				A0E31SD812046		A18028916		A18028916						12/25/18		12/10/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		停電灯バッテリー　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		147,528		日本エレベーター製造（株）		0338660265		供給		随意契約		D		期間進行型		1/24/19		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		2/1/19		物品		大企業				A0E31SD812046		A18030378		A18030378						2/25/19		12/18/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		蛍光灯　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		418,000		(株)パブリック商会		0427975311		供給		随意契約		D		期間進行型		1/31/19		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		1/31/19		物品		中小企業				A0E31SD812046		A18032212		A18032212						2/25/19		1/16/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		液晶ディスプレイ　２台		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		41,580		北原商事（株）		0339207549		その他		随意契約		D		期間進行型		1/31/19		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		2/1/19		役務		中小企業				A0E31SD812046		A18032654		A18032654						2/25/19		1/16/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		ＰＨＳ電話機　４０台		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		842,400		東陽工業（株）北関東支店		0486425771		供給		随意契約		D		期間進行型		2/19/19		納入場所		城野　雅明		鈴木　士亜斗		3/8/19		物品		中小企業				A0E31SD812046		A18034226		A18034226						3/25/19		2/12/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		コンパクトメタルハライドランプ　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		278,910		首都圏電工(株)柏営業所		0298237371		供給		随意契約		D		期間進行型		3/22/19		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		3/20/19		物品		中小企業				A0E31SD812046		A18038457		A18038457						4/25/19		3/7/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		電磁接触器　１個		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		4,968		日本エレベーター製造（株）		0338660265		供給		随意契約		D		期間進行型		3/22/19		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		3/27/19		物品		大企業				A0E31SD812046		A18038678		A18038678						4/25/19		2/15/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		ＰＨＳ電話機　３０台		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		631,800		東陽工業（株）北関東支店		0486425771		供給		随意契約		D		期間進行型		3/26/19		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		3/27/19		物品		中小企業				A0E31SD812046		A18040072		A18040072						4/25/19		3/13/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研電子陽電子加速器コントロール棟事務室等固定電話機取替その他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		388,800		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		3/18/19		納入場所		城野　雅明		丸山　雅史		3/18/19		役務		中小企業				A0E31SD81206B		A18039146		A18039146						4/25/19		3/4/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		シャワーホース　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		30,780		北原商事（株）		0339207549		供給		随意契約		D		期間進行型		5/18/18		納入場所		江口　洋		見持　歩樹		6/6/18		物品		中小企業				A0E31SD813046		A18001934		A18001934						6/25/18		5/7/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		排水ポンプ　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		234,360		古本機工（株）		0298515553		供給		随意契約		D		期間進行型		3/19/19		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		3/25/19		物品		中小企業				A0E31SD813046		A18039023		A18039023						4/25/19		3/11/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		ＬＥＤヘッドライト　６個		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		0		0		26,568		古本機工（株）		0298515553		供給		随意契約		D		期間進行型		3/25/19		納入場所		城野　雅明		見持　歩樹		3/27/19		物品		中小企業				A0E31SD813046		A18040110		A18040110						4/25/19		3/20/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		刈込ハサミ　他		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		6,480		橋本機工金物（株）		0292821010		供給		随意契約		D		期間進行型		6/18/18		納入場所		江口　洋		相沢　栄次郎		6/22/18		物品		中小企業				A0E31SD821046		A18009636		A18009636						7/25/18		6/8/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）構内ＰＨＳ設定（４月分）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		21,114		ソフトバンク(株)エンタープライズ第一営業本部第二営業統括部		0368899228		その他		随意契約		D		期間進行型		5/1/18		納入場所		城野　雅明		千田　謙太郎		4/27/18		役務		大企業		12/9/86		A0E31SD82206B		A18001579		A18001579						5/25/18		4/17/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		消耗品		便座蓋　１枚		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		2,473		橋本機工金物（株）		0292821010		供給		随意契約		D		期間進行型		2/1/19		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		2/8/19		物品		中小企業				A0E31SD823046		A18031131		A18031131						2/25/19		1/9/19		プロジェクト対象外

		-		②		他委託		高エネ研（吾妻）４丁目住宅２０１棟屋上防水調査業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		172,800		(有)ＫＩ防水		0280308305		その他		随意契約		K		期間進行型		5/18/18				江口　洋		杉尾　和彦		5/18/18		役務		中小企業		4/1/88		A0E41SD511078		A18003950		A18003950						6/25/18		4/23/18		プロジェクト対象外

		-		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研吾妻２丁目住宅801棟～807棟外部汚水管カメラ調査及び木根除去洗浄清掃その他		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		996,840		高橋興業（株）		0298242211		工事		随意契約		K		期間進行型		1/31/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		1/31/19		工事		中小企業				A0E41SD51106B		A18030199		A18030199						2/25/19		12/25/18		プロジェクト対象外

		-		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（吾妻）職員宿舎給水施設清掃等保守点検		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		723,600		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		K		期間進行型		10/4/18		納入場所		江口　洋		杉尾　和彦		9/28/18		役務		中小企業				A0E41SD51106B		A18000344		A18000344						10/25/18		7/2/18		プロジェクト対象外

		-		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研防災設備保全業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		972,000		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		その他		一般競争契約		K		期間進行型		3/31/19				城野　雅明		福島　裕隆		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD51106B		A18019605				A17000229		複数年度契約		10/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		②		建物及び附帯設備保守費		筑波大学・高エネ研・茨城大学・筑波技術大学・防災科研昇降機設備保全業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		468,720		ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)		0362621630		その他		一般競争契約		K		期間進行型		3/31/19				城野　雅明		福島　裕隆		3/31/19		役務		大企業		10/3/94		A0E41SD51106B		A18019614								10/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）MR第1機械棟等ホット機械室系統フィルターユニットプレフィルター取替		運交金-J-PARC-MR運転(J)-共通		0		0		368,280		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		成果進行型		11/30/18				廣瀬　欽一		内藤　富士雄		11/30/18		役務		中小企業				A0F01JDC1106B		A18023739		A18023739						12/25/18		10/22/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		研究装置保守点検費		MR第2電源棟パッケージ形空調機点検　一式		運交金-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		0		0		129,600		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		その他		随意契約		D		成果進行型		10/1/18		納入場所		池田　勝洋		大越　隆夫		10/5/18		役務		大企業				A0F01JDC1186C		A18020298		A18020298						10/25/18		9/12/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）電動遮蔽扉等点検整備業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		936,360		（株）イトーキ　		0332066151		その他		随意契約		D		成果進行型		9/20/18		納入場所		江口　洋		髙橋　誠		9/28/18		役務		大企業				A0F01JDE2106B		A18010634		A18010634						10/25/18		6/20/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		他委託		高エネ研（東海）長尺ビームライン棟中性子長尺実験室東・南側外壁調査業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		734,400		東康建設工業（株）		0292822626		その他		随意契約		D		成果進行型		3/20/19		納入場所		廣瀬　欽一		髙橋　誠		3/20/19		役務		中小企業				A0F01JDE21078		A18029417		A18029417						4/25/19		12/17/18		大強度陽子加速器による実験研究

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）構内ＰＨＳ設定（５月分）		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		23,598		ソフトバンク(株)エンタープライズ第一営業本部第二営業統括部		0368899228		その他		随意契約		D		成果進行型		6/1/18		納入場所		江口　洋		大髙　光夫		6/1/18		役務		大企業		12/9/86		A0F01JDE2206B		A18006074		A18006074						6/25/18		5/11/18		大強度陽子加速器による実験研究

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）構内ＰＨＳ設定（６月分）		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		32,292		ソフトバンク(株)エンタープライズ第一営業本部第二営業統括部		0368899228		その他		随意契約		D		成果進行型		7/3/18		納入場所		江口　洋		千田　謙太郎		7/3/18		役務		大企業		12/9/86		A0F01JDE2206B		A18009174		A18009174						7/25/18		6/12/18		大強度陽子加速器による実験研究

		長 チョウ		②		消耗品		デジタルコードレス電話機　５台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		31,482		藤井産業（株）つくば支店		0298415533		供給		随意契約		D		成果進行型		7/6/18		納入場所		江口　洋		大髙　光夫		7/27/18		物品		大企業				A0F01JDE22046		A18009813		A18009813						7/25/18		6/19/18		大強度陽子加速器による実験研究

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）構内ＰＨＳ設定（７月分）		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		22,356		ソフトバンク(株)エンタープライズ第一営業本部第二営業統括部		0368899228		その他		随意契約		D		成果進行型		8/3/18		納入場所		江口　洋		千田　謙太郎		8/3/18		役務		大企業		12/9/86		A0F01JDE2206B		A18013840		A18013840						8/24/18		7/20/18		大強度陽子加速器による実験研究

		長 チョウ		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）構内ＰＨＳ設定（８月分）		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		27,324		ソフトバンク(株)エンタープライズ第一営業本部第二営業統括部		0368899228		その他		随意契約		D		成果進行型		9/5/18		納入場所		江口　洋		千田　謙太郎		9/7/18		役務		大企業		12/9/86		A0F01JDE2206B		A18015939		A18015939						10/25/18		8/10/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		ＰＨＳ電話機　４０個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		842,400		東陽工業（株）北関東支店		0486425771		供給		随意契約		D		成果進行型		10/9/18		納入場所		廣瀬　欽一		千田　謙太郎		10/26/18		物品		中小企業				A0F01JDE22046		A18018777		A18018777						10/25/18		9/12/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		中央監視装置用部品　一式		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		907,200		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		0292249565		供給		随意契約		D		成果進行型		3/19/19		納入場所		廣瀬　欽一		千田　謙太郎		3/27/19		物品		大企業				A0F01JDE22046		A18032085		A18032085						4/25/19		1/17/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		シリコンシーラント　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		34,020		首都圏電工(株)柏営業所		0298237371		供給		随意契約		D		成果進行型		3/14/19		納入場所		江口　洋		大髙　光夫		3/15/19		物品		中小企業				A0F01JDE22046		A18036048		A18036048						4/25/19		2/15/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		トナーカートリッジ　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		323,276		藤井産業（株）つくば支店		0298415533		供給		随意契約		D		成果進行型		3/14/19		納入場所		江口　洋		大髙　光夫		3/15/19		物品		大企業				A0F01JDE22046		A18035470		A18035470						3/25/19		2/13/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		バッテリー　６個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		128,304		藤井産業（株）つくば支店		0298415533		供給		随意契約		D		成果進行型		3/19/19		納入場所		江口　洋		大髙　光夫		3/25/19		物品		大企業				A0F01JDE22046		A18038160		A18038160						4/25/19		3/6/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟制御盤（ＪＣＰ―ＨＭ１―Ｃ1）盤内機器取替工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		950,400		日本電技（株）つくば支店		0298513166		工事		随意契約		D		成果進行型		5/31/18				江口　洋		礒﨑　操		5/31/18		工事		大企業				A0F01JDE2306B		A18004745		A18004745						6/25/18		5/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		圧力発信器　２個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		723,600		日本電技（株）つくば支店		0298513166		供給		随意契約		D		成果進行型		6/21/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		6/29/18		物品		大企業				A0F01JDE23046		A18004149		A18004149						7/25/18		5/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		Ｖベルト　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		516,596		橋本機工金物（株）		0292821010		供給		随意契約		D		成果進行型		6/8/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		6/29/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18005878		A18005878						6/25/18		5/10/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		ソケットレンチセット　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		164,030		橋本機工金物（株）		0292821010		供給		随意契約		D		成果進行型		6/7/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		6/15/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18006850		A18006850						6/25/18		5/17/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		ＤＯ（溶存酸素）計センサー		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		702,000		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		供給		随意契約		D		成果進行型		6/8/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		7/13/18		物品		大企業				A0F01JDE23046		A18006109		A18006109						7/25/18		5/11/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		備品費		ハンディ型比抵抗計　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		199,800		理工科学（株）		0292552338		供給		随意契約		D		成果進行型		7/19/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		7/20/18		物品		中小企業				A0F01JDE23047		A18007239		A18007239						8/24/18		5/11/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		ハンディ型比抵抗計　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		96,660		理工科学（株）		0292552338		供給		随意契約		D		成果進行型		7/19/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		7/20/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18007239		A18007239						8/24/18		5/11/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		デジタル指示調節計　１０個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		928,800		日本電技（株）つくば支店		0298513166		供給		随意契約		D		成果進行型		7/5/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		7/20/18		物品		大企業				A0F01JDE23046		A18007104		A18007104						7/25/18		5/21/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		イオン交換樹脂　３００Ｌ		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		810,000		理工科学（株）		0292552338		供給		随意契約		D		成果進行型		7/6/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		7/13/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18007716		A18007716						7/25/18		5/23/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		冷却塔薬液　７００ｋｇ		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		967,680		栗田工業（株）土浦営業所		0292320351		供給		随意契約		D		成果進行型		6/29/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		6/29/18		物品		大企業				A0F01JDE23046		A18009188		A18009188						7/25/18		6/4/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		冷却塔薬液　７００ｋｇ		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		975,240		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		供給		随意契約		D		成果進行型		6/21/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		6/29/18		物品		非対象その他				A0F01JDE23046		A18009441		A18009441						7/25/18		6/7/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		電動バタフライ弁　１台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		453,600		日本電技（株）つくば支店		0298513166		供給		随意契約		D		成果進行型		7/11/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		8/10/18		物品		大企業				A0F01JDE23046		A18009920		A18009920						8/24/18		6/11/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		Ｏリング　３個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		4,050		橋本機工金物（株）		0292821010		供給		随意契約		D		成果進行型		6/25/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		6/29/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18010240		A18010240						7/25/18		6/13/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		ソーラー式温度計　３０個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		64,800		橋本機工金物（株）		0292821010		供給		随意契約		D		成果進行型		6/25/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		6/29/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18010775		A18010775						7/25/18		6/19/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟純水製造装置（ＰＷＵ－Ｍ１－１）連続再生式純水装置その他流量調整		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		227,880		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		その他		随意契約		D		成果進行型		7/31/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		7/31/18		役務		大企業				A0F01JDE2306B		A18010930		A18010930						8/24/18		6/20/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		冷却塔薬液　６５箱		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		982,800		理工科学（株）		0292552338		供給		随意契約		D		成果進行型		7/6/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		7/20/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18010961		A18010961						7/25/18		6/5/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		Ｖベルト　２０本		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		20,995		橋本機工金物（株）		0292821010		供給		随意契約		D		成果進行型		6/28/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		7/13/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18011036		A18011036						7/25/18		6/21/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		冷却塔薬液　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		988,848		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		供給		随意契約		D		成果進行型		7/18/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		7/27/18		物品		大企業				A0F01JDE23046		A18011267		A18011267						8/24/18		6/6/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		ＰＴＦＥチューブ　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		18,144		理工科学（株）		0292552338		供給		随意契約		D		成果進行型		7/6/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		7/20/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18011832		A18011832						7/25/18		6/25/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		備品費		局所排気装置　２台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		999,000		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		供給		随意契約		D		成果進行型		9/19/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		9/21/18		物品		中小企業				A0F01JDE23047		A18013259		A18013259						10/25/18		7/12/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟ＤＰタンク切替・採水・排水作業その他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		405,000		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		成果進行型		7/31/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		7/31/18		役務		中小企業				A0F01JDE2306B		A18013535		A18013535						8/24/18		7/2/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）物質・生命科学実験施設ミュオン空冷設備用ダンパー操作器取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		167,400		日本電技（株）つくば支店		0298513166		その他		随意契約		D		成果進行型		9/28/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		9/28/18		役務		大企業				A0F01JDE2306B		A18013654		A18013654						10/25/18		7/11/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		ＲＯエレメント　３台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		988,200		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		供給		随意契約		D		成果進行型		8/31/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		9/28/18		物品		大企業				A0F01JDE23046		A18014185		A18014185						9/25/18		7/11/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		半面マスク　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		116,640		橋本機工金物（株）		0292821010		供給		随意契約		D		成果進行型		8/3/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		8/31/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18014296		A18014296						8/24/18		7/25/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）物質・生命科学実験施設ミュオン空冷設備用冷水ポンプ等点検整備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		2,430,000		日本アドバンストテクノロジー（株）		0292833155		その他		随意契約		D		成果進行型		10/26/18		納入場所		廣瀬　欽一		小川　一弘		10/26/18		役務		大企業				A0F01JDE2306B		A18013810		A18013810						11/22/18		7/31/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第３電源棟熱交換器（ＨＥ－Ｄ３－１）薬品洗浄		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		862,920		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		その他		随意契約		D		成果進行型		9/28/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		9/28/18		役務		非対象その他				A0F01JDE2306B		A18015581		A18015581						10/25/18		8/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		貯水タンク　４個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		103,680		理工科学（株）		0292552338		供給		随意契約		D		成果進行型		8/29/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		10/12/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18015515		A18015515						9/25/18		8/2/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		クリーンルーム用掃除機　１台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		86,400		橋本機工金物（株）		0292821010		供給		随意契約		D		成果進行型		9/6/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		9/7/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18016356		A18016356						9/25/18		8/20/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		デミナー水抜き配管部品　一式		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		864,000		(株）山一		0292871390		供給		随意契約		D		成果進行型		10/2/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		9/28/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18016257		A18016257						10/25/18		8/8/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノターゲットステーション棟冷却水自動制御不具合調査		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		993,600		日本電技（株）つくば支店		0298513166		その他		随意契約		D		成果進行型		10/26/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		10/26/18		役務		大企業				A0F01JDE2306B		A18016644		A18016644						11/22/18		8/9/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		Ｖベルト　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		22,032		橋本機工金物（株）		0292821010		供給		随意契約		D		成果進行型		8/31/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		9/7/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18016747		A18016747						9/25/18		8/22/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		中空糸膜モジュール　２台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		777,600		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		供給		随意契約		D		成果進行型		10/11/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		10/26/18		物品		大企業				A0F01JDE23046		A18016865		A18016865						10/25/18		8/22/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第４電源棟純水補給水量用超音波流量計調整		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		140,400		日本電技（株）つくば支店		0298513166		その他		随意契約		D		成果進行型		10/26/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		10/26/18		役務		大企業				A0F01JDE2306B		A18017135		A18017135						11/22/18		8/9/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		電極　２台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		112,320		橋本機工金物（株）		0292821010		供給		随意契約		D		成果進行型		9/21/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		9/28/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18018158		A18018158						10/25/18		9/5/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		作業用踏み台　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		191,160		橋本機工金物（株）		0292821010		供給		随意契約		D		成果進行型		9/19/18		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		10/12/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18018492		A18018492						10/25/18		9/10/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟純水精製装置（ＰＷＵ－Ｍ３－１）イオン交換樹脂（№１、２）取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		534,600		理工科学（株）		0292552338		その他		随意契約		D		成果進行型		10/16/18		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		10/30/18		役務		中小企業				A0F01JDE2306B		A18019627		A18019627						11/22/18		9/18/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		工業塩　３０袋		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		45,360		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		供給		随意契約		D		成果進行型		10/25/18		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		10/26/18		物品		大企業				A0F01JDE23046		A18019828		A18019828						11/22/18		9/25/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟等ホット機械室系統ダンパ動作確認		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		399,600		日本電技（株）つくば支店		0298513166		その他		随意契約		D		成果進行型		10/26/18		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		10/26/18		役務		大企業				A0F01JDE2306B		A18019745		A18019745						11/22/18		10/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン搬入棟出入管理室排気風量測定作業その他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		876,960		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		成果進行型		10/19/18		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		10/19/18		役務		中小企業				A0F01JDE2306B		A18021206		A18021206						11/22/18		10/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第３機械棟熱交換器（ＨＥ－Ｍ３－１－３，４）薬品洗浄		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		2,028,240		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		その他		随意契約		D		成果進行型		12/21/18		納入場所		廣瀬　欽一		小川　一弘		12/21/18		役務		非対象その他				A0F01JDE2306B		A18020680		A18020680						1/25/19		10/12/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		プロピレングリコール濃度計　他　		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		32,367		理工科学（株）		0292552338		供給		随意契約		D		成果進行型		11/8/18		納入場所		廣瀬　欽一		小川　一弘		12/7/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18023777		A18023777						11/22/18		10/15/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		不凍液　２５缶		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		205,200		谷川油化興業（株）		0455816635		供給		随意契約		D		成果進行型		11/22/18		納入場所		廣瀬　欽一		小川　一弘		12/7/18		物品		みなし大企業		4/3/59		A0F01JDE23046		A18023753		A18023753						12/25/18		10/9/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		ソケットレンチ　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		70,113		橋本機工金物（株）		0292821010		供給		随意契約		D		成果進行型		11/8/18		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		11/16/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18023696		A18023696						11/22/18		10/23/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		大型フック片側付親綱　２０本		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		118,800		橋本機工金物（株）		0292821010		供給		随意契約		D		成果進行型		10/31/18		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		11/2/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18022947		A18022947						11/22/18		10/18/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		高密度ポリエチレン容器　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		284,688		北原商事（株）		0339207549		供給		随意契約		D		成果進行型		11/30/18		納入場所		廣瀬　欽一		小川　一弘		12/14/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18024572		A18024572						12/25/18		11/5/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		イオン交換樹脂　200L		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		540,000		理工科学（株）		0292552338		供給		随意契約		D		成果進行型		12/6/18		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		12/21/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18025247		A18025247						12/25/18		11/12/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		ラバーベーンポンプ　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		194,832		橋本機工金物（株）		0292821010		供給		随意契約		D		成果進行型		11/30/18		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		12/14/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18025582		A18025582						12/25/18		11/14/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第１機械棟純水精製装置（ＰＷＵ－ＨＭ１－２）イオン交換樹脂取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		534,600		理工科学（株）		0292552338		その他		随意契約		D		成果進行型		1/24/19		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		2/8/19		役務		中小企業				A0F01JDE2306B		A18026044		A18026044						2/25/19		11/12/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		ボールバルブ　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		71,064		橋本機工金物（株）		0292821010		供給		随意契約		D		成果進行型		12/7/18		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		12/7/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18026133		A18026133						12/25/18		11/20/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン第２機械棟純水精製装置（ＰＷＵ－ＨＭ２－１、２）樹脂取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		390,150		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		成果進行型		1/18/19		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		1/18/19		役務		中小企業				A0F01JDE2306B		A18027066		A18027066						2/25/19		11/26/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		角型容器　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		110,916		理工科学（株）		0292552338		供給		随意契約		D		成果進行型		12/17/18		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		12/28/18		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18027466		A18027466						1/25/19		11/22/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟等空冷チラー緊急点検		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		402,840		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		その他		随意契約		D		成果進行型		1/11/19		納入場所		廣瀬　欽一		小川　一弘		1/11/19		役務		大企業				A0F01JDE2306B		A18027985		A18027985						1/25/19		11/26/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		テストポンプ　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		59,864		橋本機工金物（株）		0292821010		供給		随意契約		D		成果進行型		1/9/19		納入場所		廣瀬　欽一		小川　一弘		2/15/19		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18028762		A18028762						1/25/19		12/12/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		ＨＥＰＡフィルタ　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		575,100		日進技研（株）		0338623437		供給		随意契約		D		成果進行型		1/23/19		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		1/25/19		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18029449		A18029449						2/25/19		12/18/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		冷却塔薬剤　500ｋｇ		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		696,600		東鉱商事（株）　本社営業部		0294221171		供給		随意契約		D		成果進行型		1/17/19		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		1/25/19		物品		非対象その他				A0F01JDE23046		A18029967		A18029967						1/25/19		12/21/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２機械棟フィルターユニット（ＦＵ－Ｍ２－２）ヘパフィルター取替		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		171,720		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		成果進行型		1/31/19		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		1/31/19		役務		中小企業				A0F01JDE2306B		A18029908		A18029908						2/25/19		12/17/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		液浸濃度計　１台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		145,800		理工科学（株）		0292552338		供給		随意契約		D		成果進行型		2/7/19		納入場所		廣瀬　欽一		小川　一弘		3/22/19		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18030175		A18030175						2/25/19		12/25/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		除塩フィルタ　６枚		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		369,360		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		供給		随意契約		D		成果進行型		2/13/19		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		2/22/19		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18030449		A18030449						2/25/19		12/25/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		空気専用ポリウレタンチューブ　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		56,403		北原商事（株）		0339207549		供給		随意契約		D		成果進行型		2/5/19		納入場所		廣瀬　欽一		小川　一弘		2/8/19		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18031839		A18031839						2/25/19		1/16/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		クリーンルーム用掃除機　３台		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		259,200		橋本機工金物（株）		0292821010		供給		随意契約		D		成果進行型		1/23/19		納入場所		廣瀬　欽一		小川　一弘		2/8/19		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18032529		A18032529						2/25/19		1/21/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第１機械棟純水製造装置（ＰＷＵ－Ｍ１－１）活性炭ろ過装置その他流量調整		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		237,600		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		その他		随意契約		D		成果進行型		3/11/19		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		3/15/19		役務		大企業				A0F01JDE2306B		A18032314		A18032314						3/25/19		1/16/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロンスイッチヤード系統コイルユニット不凍液注入作業その他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		764,640		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		成果進行型		3/15/19		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		3/15/19		役務		中小企業				A0F01JDE2306B		A18037546		A18037546						4/25/19		2/28/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		プレフィルタ　24枚		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		32,400		日進技研（株）		0338623437		供給		随意契約		D		成果進行型		3/18/19		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		3/28/19		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18038130		A18038130						4/25/19		3/1/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		温度調節器　他		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		21,330		三浦工業（株）水戸営業所		0292403460		供給		随意契約		D		成果進行型		3/11/19		納入場所		江口　洋		礒﨑　操		3/28/19		物品		大企業				A0F01JDE23046		A18038137		A18038137						4/25/19		3/4/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		消耗品		ｐＨ計　１個		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		25,920		理工科学（株）		0292552338		供給		随意契約		D		成果進行型		3/11/19		納入場所		江口　洋		小川　一弘		3/28/19		物品		中小企業				A0F01JDE23046		A18038202		A18038202						3/25/19		2/21/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②		建物及び附帯設備保守費		RNB実験準備棟浄化槽維持管理業務　一式		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		0		0		21,600		富士企業（株）		0292313361		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/19		納入場所		黒澤　友紀子		和田　恵里子		3/31/19		役務		中小企業				A0F01SDE1106B		A18040680		A18040680						4/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟フィルターユニット（ＡＦＵ－ＮＭ３－４）等フィルター取替		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・二次ライン		0		0		583,200		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		進行基準対象外		1/18/19				廣瀬　欽一		石田　卓		1/18/19		役務		中小企業				I1F01JDAc146B		A18024843		A18024843						2/25/19		11/5/18		プロジェクト対象外

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノ第1設備棟電動シャッター点検整備業務		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		167,400		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		その他		随意契約		D		進行基準対象外		11/30/18		納入場所		廣瀬　欽一		髙橋　誠		11/29/18		役務		中小企業				I1F01JDE2106B		A18022021		A18022021						12/25/18		10/11/18		プロジェクト対象外

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）Ｊ-ＰＡＲＣ電動シャッター点検整備業務		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		864,000		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		その他		随意契約		D		進行基準対象外		1/23/19		納入場所		廣瀬　欽一		髙橋　誠		1/23/19		役務		中小企業				I1F01JDE2106B		A18024558		A18024558						2/25/19		11/6/18		プロジェクト対象外

		P		②		消耗品		サーマルリレー　他		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		663,228		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		供給		随意契約		D		進行基準対象外		7/13/18		納入場所		城野　雅明		千田　謙太郎		7/20/18		物品		大企業				I1F01JDE22046		A18002207		A18002207						8/24/18		4/23/18		プロジェクト対象外

		P		②		消耗品		40形バッテリー内蔵LED非常灯　他		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		898,214		アドバンストエレクトロン(株)		0357643030		供給		随意契約		D		進行基準対象外		5/9/18		納入場所		江口　洋		千田　謙太郎		5/18/18		物品		中小企業		4/1/10		I1F01JDE22046		A18003801		A18003801						5/25/18		4/25/18		プロジェクト対象外

		P		②		消耗品		マルチハロゲン灯　他		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		200,232		(株)パブリック商会		0427975311		供給		随意契約		D		進行基準対象外		6/25/18		納入場所		江口　洋		大髙　光夫		7/6/18		物品		中小企業				I1F01JDE22046		A18007520		A18007520						7/25/18		6/5/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②		他委託		高エネ研（東海）中央制御棟等仮設発電機運転業務		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		745,200		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		進行基準対象外		7/24/18		納入場所		江口　洋		千田　謙太郎		7/23/18		役務		中小企業				I1F01JDE22078		A18009175		A18009175						8/24/18		6/7/18		プロジェクト対象外

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）Ｊ－ＰＡＲＣ全所停電に伴う停復電操作その他		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		307,800		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		進行基準対象外		7/30/18		納入場所		江口　洋		千田　謙太郎		7/30/18		役務		中小企業				I1F01JDE2206B		A18012350		A18012350						8/24/18		7/5/18		プロジェクト対象外

		P		②		消耗品		ＰＣＳ用バッテリー　８個		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		172,800		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		0292249565		供給		随意契約		D		進行基準対象外		9/13/18		納入場所		江口　洋		千田　謙太郎		9/28/18		物品		大企業				I1F01JDE22046		A18014417		A18014417						10/25/18		7/23/18		プロジェクト対象外

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）中央監視装置点検整備		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		993,600		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		0292249565		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/26/18		納入場所		江口　洋		千田　謙太郎		10/26/18		役務		大企業				I1F01JDE2206B		A18013839		A18013839						11/22/18		7/19/18		プロジェクト対象外

		P		②		消耗品		メディアコンバーター　５台		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		379,080		藤井産業（株）つくば支店		0298415533		供給		随意契約		D		進行基準対象外		9/26/18		納入場所		江口　洋		千田　謙太郎		10/5/18		物品		大企業				I1F01JDE22046		A18017410		A18017410						10/25/18		8/29/18		プロジェクト対象外

		P		②		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟等昇降機設備保全業務		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		1,438,560		東芝エレベータ（株）東関東支社		0432253521		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/19		納入場所		城野　雅明		千田　謙太郎		3/31/19		役務		大企業				I1F01JDE2206B		A18017169		A18017169		A17000464		複数年度契約		10/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		②		消耗品		ＨＦ蛍光ランプ　３００本		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		62,700		(株)パブリック商会		0427975311		供給		随意契約		D		進行基準対象外		11/6/18		納入場所		廣瀬　欽一		大髙　光夫		12/7/18		物品		中小企業				I1F01JDE22046		A18023049		A18023049						11/22/18		10/23/18		プロジェクト対象外

		P		②		消耗品		蛍光灯　他		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		73,950		(株)パブリック商会		0427975311		供給		随意契約		D		進行基準対象外		11/6/18		納入場所		廣瀬　欽一		千田　謙太郎		12/5/18		物品		中小企業				I1F01JDE22046		A18022781		A18022781						11/22/18		10/19/18		プロジェクト対象外

		P		②		他委託		高エネ研（東海）50GeV変電所等仮設発電機運転業務		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		518,400		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/26/18		納入場所		廣瀬　欽一		千田　謙太郎		12/26/18		役務		中小企業				I1F01JDE22078		A18025913		A18025913						1/25/19		11/20/18		プロジェクト対象外

		P		②		消耗品		高エネ研（東海）R型火災受信機補修部品購入		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		763,938		能美防災(株) 茨城支社		0292252600		供給		随意契約		D		進行基準対象外		1/25/19		納入場所		廣瀬　欽一		大髙　光夫		3/22/19		物品		大企業				I1F01JDE22046		A18026033		A18026033						2/25/19		11/26/18		プロジェクト対象外

		P		②		消耗品		蛍光灯　200本		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		41,800		(株)パブリック商会		0427975311		供給		随意契約		D		進行基準対象外		3/6/19		納入場所		江口　洋		大髙　光夫		3/15/19		物品		中小企業				I1F01JDE22046		A18036738		A18036738						3/25/19		2/21/19		プロジェクト対象外

		P		②		消耗品		蛍光灯　他		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		323,528		(株)パブリック商会		0427975311		供給		随意契約		D		進行基準対象外		2/25/19		納入場所		江口　洋		大髙　光夫		3/15/19		物品		中小企業				I1F01JDE22046		A18035416		A18035416						3/25/19		2/12/19		プロジェクト対象外

				②点検保守費合計（一般） テンケン ホシュ ヒ ゴウケイ				全体 ゼンタイ								118,467,952

								内、運交金 ウチ ウンコウキン								108,203,282

								内、授業料収入 ウチ ジュギョウリョウ シュウニュウ								0

								内、目的積立金 ウチ モクテキ ツミタテキン								0

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研サブ変電所等点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		56,376,000		（財）関東電気保安協会茨城事業本部		0298218929		その他		一般競争契約		D		成果進行型		10/26/18		納入場所		江口　洋		藤田　啓嗣		10/26/18		役務		非対象その他				A0E31BPD1106B		A18004128		A18004128						11/22/18		6/7/18		プロジェクト対象

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備（中央変電所等）点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		31,968,000		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		その他		一般競争契約		D		成果進行型		10/19/18		納入場所		江口　洋		藤田　啓嗣		10/19/18		役務		大企業				A0E31BPD1106B		A18004133		A18004133						11/22/18		6/7/18		プロジェクト対象

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備（大穂変電所）点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		5,076,000		三菱電機プラントエンジニアリング（株）		0338648725		その他		一般競争契約		D		成果進行型		10/3/18		納入場所		江口　洋		藤田　啓嗣		10/12/18		役務		大企業				A0E31BPD1106B		A18004141		A18004141						10/25/18		6/7/18		プロジェクト対象

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研特別高圧受変電設備（日光変電所）点検整備		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		5,292,000		（株）日立製作所　社会システム営業本部営業第一部		0292249565		その他		一般競争契約		D		成果進行型		10/5/18		納入場所		江口　洋		藤田　啓嗣		10/5/18		役務		大企業				A0E31BPD1106B		A18004139		A18004139						10/25/18		6/7/18		プロジェクト対象

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研受変電設備定期点検整備に伴う現場確認等		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		518,400		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		8/24/18		納入場所		江口　洋		丸山　雅史		8/24/18		役務		中小企業				A0E31BPD1106B		A18016252		A18016252						9/25/18		7/27/18		プロジェクト対象

		長 チョウ		②特 トク		他委託		高エネ研特別高圧ケーブル（中央変電所‐ＰＦ変電所及びＡＲ変電所）劣化診断		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		972,000		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		その他		随意契約		D		期間進行型		12/14/18		納入場所		城野　雅明		氏家　和輝		12/14/18		役務		大企業				A0E31SD812078		A18024363		A18024363						1/25/19		11/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		578,340		（株）エネサーブ茨城		0298210191		その他		一般競争契約		D		期間進行型		9/28/18				江口　洋		千田　謙太郎		9/28/18		役務		中小企業				A0E31SD82206B		A18007319								10/25/18		5/17/18		プロジェクト対象外

		P		②特 トク		研究装置保守点検費		高エネ研ERL開発棟冷凍機冷媒漏洩点検　一式		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-保守費		0		0		86,400		川崎設備工業（株）東関東支店		0298264311-1		その他		随意契約		D		期間進行型		3/22/19		納入場所		飯村　道子		芳賀　開一		3/29/19		役務		大企業		10/29/51		A0EAALDe1106C		A18037243		A18037243						4/25/19		2/20/19		プロジェクト対象外

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロンスイッチヤードクレーン設備追加点検（11月、12月）		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		291,600		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		成果進行型		12/28/18				廣瀬　欽一		加藤　洋二		1/7/19		役務		中小企業				A0F01JDAa106B		A18023056		A18023056						1/25/19		11/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロンスイッチヤードクレーン設備追加点検（1月）		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		0		0		145,800		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		成果進行型		1/31/19				廣瀬　欽一		加藤　洋二		2/15/19		役務		中小企業				A0F01JDAa106B		A18029516		A18029516						2/25/19		1/7/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール２０ｔホイストクレーンリミットスイッチ調整		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		210,600		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		成果進行型		2/18/19				廣瀬　欽一		加藤　洋二		3/8/19		役務		中小企業				A0F01JDAa116B		A18028340		A18028340						3/25/19		12/13/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）ニュートリノトンネルクレーン整備追加点検（１１月、１２月）		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・一次ライン		0		0		291,600		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/28/18				廣瀬　欽一		藤井　芳昭		1/7/19		役務		中小企業				I1F01JDAc116B		A18024818		A18024818						1/25/19		11/1/18		プロジェクト対象外

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）サブ変電設備点検整備		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		5,847,660		（株）エネサーブ茨城		0298210191		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		9/28/18				江口　洋		千田　謙太郎		9/28/18		役務		中小企業				I1F01JDE2206B		A18007319								10/25/18		5/17/18		プロジェクト対象外

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）特別高圧受変電設備（５０ＧｅＶ変電所）点検整備		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		7,884,000		東芝インフラシステムズ(株)		0443310730-2		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		9/21/18		納入場所		江口　洋		千田　謙太郎		9/21/18		役務		大企業				I1F01JDE2206B		A18001808		A18001808						10/25/18		5/17/18		プロジェクト対象外

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟等スクリュー冷凍機（ＯＭ－Ｒ－４他）定期自主点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		952,560		日本熱源システム（株）		0353662761		その他		随意契約		D		成果進行型		11/5/18		納入場所		城野　雅明		清岡　翔吾		11/2/18		役務		中小企業				A0E31BPD1206B		A18020811		A18020811						11/22/18		9/27/18		プロジェクト対象

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研富士機械棟等スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		9,590,400		（株）前川製作所		0297481592		その他		一般競争契約		D		成果進行型		3/31/19		納入場所		廣瀬　欽一		清岡　翔吾		3/31/19		役務		大企業				A0E31BPD1206B		A18002308		A18002308						10/25/18		4/1/18		プロジェクト対象

		P		②特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研大穂機械棟等スクリュー冷凍機保守点検		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		7,182,000		日本熱源システム（株）		0353662761		その他		一般競争契約		D		成果進行型		3/31/19		納入場所		廣瀬　欽一		清岡　翔吾		3/31/19		役務		中小企業				A0E31BPD1206B		A18002311		A18002311						10/25/18		4/1/18		プロジェクト対象

				②点検保守費合計（特殊） テンケン ホシュ ヒ ゴウケイ トクシュ				全体 ゼンタイ								133,263,360

								内、運交金 ウチ ウンコウキン								119,240,100

								内、授業料収入 ウチ ジュギョウリョウ シュウニュウ								0

								内、目的積立金 ウチ モクテキ ツミタテキン								0

		長 チョウ		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		4,284,360		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		D		期間進行型		3/31/19				江口　洋		松田　淳		3/31/19		役務		中小企業				A0E31SD81106B		A18006306				A18000497		複数年度契約		6/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		1,023,840		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		一般競争契約		D		期間進行型		3/31/19				江口　洋		松田　淳		3/31/19		役務		中小企業				A0E31SD82206B		A18006311				A18000496		出来高払い		6/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		③		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		3,923,640		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/31/19				江口　洋		松田　淳		3/31/19		役務		中小企業				I1F01JDE2106B		A18006311				A18000496		出来高払い		6/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

				③運転監視費合計（一般） ウンテン カンシ ヒ ゴウケイ イッパン				全体 ゼンタイ								9,231,840

								内、運交金 ウチ ウンコウキン								5,308,200

								内、授業料収入 ウチ ジュギョウリョウ シュウニュウ								0

								内、目的積立金 ウチ モクテキ ツミタテキン								0

		P		③特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		0		0		82,319,760		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		D		成果進行型		3/31/19				江口　洋		松田　淳		3/31/19		役務		中小企業				A0E31BPD1106B		A18006306				A18000497		複数年度契約		6/25/18		4/1/18		プロジェクト対象

		P		③特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		0		0		192,683,880		高橋興業（株）

清岡　翔吾: 業務包括化により、
保守点検業務が含まれている		0298242211		その他		一般競争契約		D		成果進行型		3/31/19				江口　洋		松田　淳		3/31/19		役務		中小企業				A0E31BPD1206B		A18006306				A18000497		複数年度契約		6/25/18		4/1/18		プロジェクト対象

		P		③特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		18,870,732		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		一般競争契約		D		成果進行型		3/31/19				江口　洋		松田　淳		3/31/19		役務		中小企業				A0F01JDE2306B		A18006311				A18000496		出来高払い		6/25/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		-		③特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		164,160		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/31/19				江口　洋		松田　淳		3/31/19		役務		中小企業				A1E51SD21106B		A18006311				A18000496		出来高払い		6/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		③特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		0		0		61,488,720		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/31/19				江口　洋		松田　淳		3/31/19		役務		中小企業				I1F01JDE2206B		A18006311				A18000496		出来高払い		6/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		③特 トク		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）建築物・電気設備及び機械設備運転保守管理		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-機械		0		0		107,848,908		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/31/19				江口　洋		松田　淳		3/31/19		役務		中小企業				I1F01JDE2306B		A18006311				A18000496		出来高払い		6/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

				③運転監視費合計（特殊） ウンテン カンシ ヒ ゴウケイ トクシュ				全体 ゼンタイ								463,376,160

								内、運交金 ウチ ウンコウキン								293,874,372

								内、授業料収入 ウチ ジュギョウリョウ シュウニュウ								0

								内、目的積立金 ウチ モクテキ ツミタテキン								0

		P		④		環境整備		ベリリウム含有製品の廃棄処理　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通管理		0		0		187,920		日本産業廃棄物処理（株）		0298437050		その他		随意契約		D		成果進行型		3/18/19		納入場所		平田　彬		菊地　貴司		3/29/19		役務		中小企業				A0B10PD022874		A18033145		A18033145						4/25/19		1/28/19		放射光施設による実験研究

		P		④		環境整備		冷蔵庫等廃棄　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通管理		0		0		14,542		北原商事（株）		0339207549		その他		随意契約		D		成果進行型		2/7/19		納入場所		岡野　清美		菊地　貴司		2/7/19		役務		中小企業				A0B10PD022874		A18033815		A18033815						3/25/19		1/28/19		放射光施設による実験研究

		P		④		環境整備		UPSバッテリー廃棄　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通管理		0		0		27,000		北原商事（株）		0339207549		その他		随意契約		D		成果進行型		2/1/19		納入場所		宇梶　祐美子		菊地　貴司		2/15/19		役務		中小企業				A0B10PD022874		A18031556		A18031556						3/25/19		1/10/19		放射光施設による実験研究

		P		④		環境整備		MR電源棟一般家電廃棄　一式		運交金-加三・四-B運転(B)-RFシステム		0		0		154,440		（株）国分電気		0298597858		その他		随意契約		D		成果進行型		3/8/19		納入場所		長峯　真聡		渡邉　謙		3/15/19		役務		中小企業				A0C28BD011274		A18035503		A18035503						4/25/19		2/12/19		Bファクトリーによる実験研究

		長 チョウ		④		環境整備		UPS廃棄送料　一式		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-放射線安全管理業務整備・維持		0		0		11,826		北原商事（株）		0339207549		その他		随意契約		E		成果進行型		9/3/18		納入場所		鴨志田　亮		飯島　和彦		9/7/18		役務		中小企業				A0D11PD011174		A18017571		A18017571						10/25/18		8/30/18		放射光施設による実験研究

		長 チョウ		④		環境整備		UPSバッテリー廃棄　一式		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-放射線集中監視システム維持		0		0		16,200		北原商事（株）		0339207549		その他		随意契約		E		成果進行型		1/31/19		納入場所		鴨志田　亮		飯島　和彦		2/28/19		役務		中小企業				A0D11PD011274		A18033290		A18033290						2/25/19		1/28/19		放射光施設による実験研究

		長 チョウ		④		環境整備		冷蔵庫リサイクル料　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-業務関連経費		0		0		7,344		北原商事（株）		0339207549		その他		随意契約		E		成果進行型		8/30/18		納入場所		蛯原　真奈美		古宮　綾		8/30/18		役務		中小企業				A0D11PD021174		A18017079		A18017079						9/25/18		8/27/18		放射光施設による実験研究

		長 チョウ		④		環境整備		実験系廃棄物収集運搬処理　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-環境管理		0		0		707,545		松田産業㈱		0293090085		その他		随意契約		E		成果進行型		7/3/18		納入場所		鴨志田　亮		平　雅文		7/6/18		役務		大企業				A0D11PD021274		A18012803		A18012803						8/24/18		5/28/18		放射光施設による実験研究

		長 チョウ		④		環境整備		コンデンサ廃棄作業　一式		運交金-放射セ-環境安全(PF)-環境管理		0		0		131,760		松田産業（株）（発注～完了納品までは三洋商事（株））		0293090085-1		その他		随意契約		E		成果進行型		8/1/18		納入場所		蛯原　真奈美		平　雅文		7/25/18		役務		大企業		6/18/51		A0D11PD021274		A18014791		A18014791						9/25/18		7/23/18		放射光施設による実験研究

		長 チョウ		④		環境整備		機密文書溶解処理　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		60,134		栗原紙材㈱　牛久事業所		0298732554		その他		随意契約		K		期間進行型		6/4/18		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		6/30/18		役務		大企業		3/1/38		A0E41SD012274		A18006791		A18006791		A18013456		出来高払い		7/25/18		4/26/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		939,600		（株）日の丸商事		0298671106		その他		随意契約		K		期間進行型		8/22/18		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		8/31/18		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18011735		A18011735						9/25/18		6/5/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		④		環境整備		機密文書溶解処理　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		45,273		栗原紙材㈱　牛久事業所		0298732554		その他		随意契約		K		期間進行型		12/20/18		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文				役務		大企業		3/1/38		A0E41SD012274		A18030812		A18030812						1/25/19		1/8/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		907,200		（株）日の丸商事		0298671106		その他		随意契約		K		期間進行型		2/18/19		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/15/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18033030		A18033030						3/25/19		1/23/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理（大型金庫）　一式		運交金-管理局-情報基盤管理課(一般)-事務電算		0		0		140,400		（株）日の丸商事		0298671106		その他		随意契約		K		期間進行型		2/25/19		納入場所		藤原　孝文		笹目　和良		3/15/19		役務		中小企業				A0E41SD041174		A18034006		A18034006						3/25/19		1/30/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-管理局-東海管理課(一般)-産廃処分費		0		0		139,471		常陸環境開発（株）		0292746933		その他		随意契約		K		期間進行型		1/23/19		納入場所		鈴木　健太		小泉　貞実		1/31/19		役務		中小企業				A0E41SD126074		A18026304		A18026304						2/25/19		11/22/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		④		環境整備		コンデンサ等機器の分析・解体及び調査　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処分費[特別]-物件費		0		0		555,120		（株）環境総合リサーチ		0362311393		その他		随意契約		D		期間進行型		8/30/18		納入場所		藤原　孝文		佐藤　武尊				役務		みなし大企業		4/1/77		A0E51SDT41074		A18017232		A18017232						9/25/18		8/28/18		プロジェクト対象外

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		21,600		常陸環境開発（株）		0292746933		その他		随意契約		D		成果進行型		6/22/18		納入場所		鈴木　健太		加藤　洋二		6/29/18		役務		中小企業				A0F01JDAa1174		A18007979		A18007979						7/25/18		5/25/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		21,600		常陸環境開発（株）		0292746933		その他		随意契約		D		成果進行型		9/28/18		納入場所		鈴木　健太		加藤　洋二		9/28/18		役務		中小企業				A0F01JDAa1174		A18011761		A18011761						10/25/18		6/28/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		126,360		常陸環境開発（株）		0292746933		その他		随意契約		D		成果進行型		10/26/18		納入場所		鈴木　健太		加藤　洋二		11/30/18		役務		中小企業				A0F01JDAa1174		A18021768		A18021768						11/22/18		10/5/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		21,600		常陸環境開発（株）		0292746933		その他		随意契約		D		成果進行型		10/30/18		納入場所		鈴木　健太		加藤　洋二		11/30/18		役務		中小企業				A0F01JDAa1174		A18021271		A18021271						11/22/18		10/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		長 チョウ		④		環境整備		ERL開発棟北側基礎ブロック等廃材処分　一式		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-北CH周辺維持管理		0		0		950,400		（株）やまたけ　土浦営業所		0298280721		その他		随意契約		C		期間進行型		7/2/18		納入場所		小泉　髙弘		家入　正治		7/31/18		役務		中小企業				A0E51SDT80374		A18009001		A18009001						8/24/18		6/1/18		プロジェクト対象外

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		21,600		常陸環境開発（株）		0292746933		その他		随意契約		D		成果進行型		2/28/19		納入場所		鈴木　健太		加藤　洋二		3/15/19		役務		中小企業				A0F01JDAa1174		A18034365		A18034365						3/25/19		2/4/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処分　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		21,600		常陸環境開発（株）		0292746933		その他		随意契約		D		成果進行型		3/7/19		納入場所		鈴木　健太		加藤　洋二		3/15/19		役務		中小企業				A0F01JDAa1174		A18035383		A18035383						4/25/19		2/12/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		④		環境整備		1号テント内ビニールハウス撤去廃棄　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		276,480		（有）双葉工業		0292662559		その他		随意契約		D		成果進行型		3/11/19		納入場所		安西　妙子		家入　正治		3/22/19		役務		中小企業				A0F01JDAa1174		A18038096		A18038096						4/25/19		3/4/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		④		環境整備		冷蔵庫処分　一式		運交金-J-PARC-エレクトロS(J)-物件費		0		0		16,200		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		6/25/18		納入場所		鈴木　健太		内田　智久		6/25/18		役務		中小企業				A0F01JDAv1074		A18010770		A18010770						7/25/18		6/19/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		④		環境整備		産業廃棄物の処理　一式		運交金-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		0		0		141,480		常陸環境開発（株）		0292746933		その他		随意契約		D		成果進行型		2/25/19		納入場所		池田　勝洋		大越　隆夫		3/22/19		役務		中小企業				A0F01JDC11874		A18036424		A18036424						3/25/19		2/19/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		④		環境整備		平成30年度上期KEK廃薬品・廃油の処理処分作業　一式		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		0		0		260,537		常陸環境開発（株）		0292746933		その他		随意契約		E		成果進行型		9/27/18		納入場所		水谷　啓子		菅原　正克		12/28/18		役務		中小企業				A0F01JDD21174		A18009162		A18009162						10/25/18		6/6/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		④		環境整備		平成30年度下期KEK廃薬品・廃油の処理処分　一式		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		0		0		144,590		常陸環境開発（株）		0292746933		その他		随意契約		E		成果進行型		1/31/19		納入場所		池田　勝洋		菅原　正克		3/31/19		役務		中小企業				A0F01JDD21174		A18022265		A18022265						2/25/19		10/16/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		④		環境整備		UPSバッテリー廃棄送料　一式		収見合-放一・二-施設利用料-構造生物		0		0		37,800		北原商事（株）		0339207549		その他		随意契約		D		進行基準対象外		4/24/18		納入場所		岡野　清美		松垣　直宏		4/24/18		役務		中小企業				A1B10SD011174		A18000552		A18000552						5/25/18		4/9/18		プロジェクト対象外

		P		④		環境整備		廃酸処分費　一式		その他補助金等-機構共通-18H06 文科省・先端低ｺｽﾄ・道園-雑役務費[Infusion][表面処理]		0		0		460,080		ミヤマ（株）		0262854166		その他		随意契約		C		進行基準対象外		10/25/18		納入場所		飯村　道子		宍戸　壽郎		11/30/18		役務		大企業				I0E51DH061574		A18019042		A18019042						11/22/18		9/13/18		プロジェクト対象外

		P		④		環境整備		廃酸処分費　一式		その他補助金等-機構共通-18H06 文科省・先端低ｺｽﾄ・道園-雑役務費[Infusion][表面処理]		0		0		529,804		ミヤマ（株）		0262854166		その他		随意契約		C		進行基準対象外		12/3/18		納入場所		飯村　道子		宍戸　壽郎		1/31/19		役務		大企業				I0E51DH061574		A18026595		A18026595						1/25/19		11/27/18		プロジェクト対象外

		P		④		環境整備		QCS冷凍機制御装置PC用無停電電源装置撤去費　一式		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-超伝導マグネット		0		0		29,160		古本機工（株）		0298515553		その他		随意契約		D		進行基準対象外		11/7/18		納入場所		長峯　真聡		川井　正徳		11/9/18		役務		中小企業				I1C28BD011874		A18020437		A18020437						12/25/18		9/20/18		プロジェクト対象外

		P		④		環境整備		Ｎｏ2テント空調処分　一式		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		248,400		（株）サマリヤエンジニアリング		0299563236		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/8/19		納入場所		安西　妙子		家入　正治		2/28/19		役務		中小企業				I1F01JDAa1174		A18028368		A18028368						3/25/19		12/11/18		プロジェクト対象外

		P		④		環境整備		UPS用鉛蓄電池廃棄処分　一式		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-制御		0		0		72,360		協立電機（株）		0542888888		その他		随意契約		D		進行基準対象外		7/30/18		納入場所		水谷　啓子		仁木　和昭		11/30/18		役務		大企業				I1F01JDC11474		A18012068		A18012068						8/24/18		6/28/18		プロジェクト対象外

		P		④		環境整備		交流無停電電源装置(UPS)等廃棄処分　一式		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-制御		0		0		70,200		協立電機（株）		0542888888		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/30/18		納入場所		水谷　啓子		上窪田　紀彦		9/28/18		役務		大企業				I1F01JDC11474		A18015029		A18015029						9/25/18		8/2/18		プロジェクト対象外

				④廃棄物処分費合計（一般） ハイキブツ ショブン ヒ ゴウケイ イッパン				全体 ゼンタイ								7,517,626

								内、運交金 ウチ ウンコウキン								6,069,822

								内、授業料収入 ウチ ジュギョウリョウ シュウニュウ								0

								内、目的積立金 ウチ モクテキ ツミタテキン								0

		長 チョウ		④特 トク		環境整備		高エネ研ＥＲＬ開発棟アスベスト処分		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		253,800		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		その他		随意契約		D		期間進行型		6/15/18		納入場所		江口　洋		佐倉　恭平		6/15/18		役務		中小企業				A0E31SD811074		A18002200		A18002200						7/25/18		4/16/18		プロジェクト対象外

				④特 トク		環境整備		ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託　一式		運交金-機構共通-PCB廃棄物処分費[特別]-物件費		0		0		9,412,720		中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道PCB処理事業所

清岡　翔吾: PCBの廃棄処理に係わる経費
除外するべきものでは？→除外		0143237007		その他		随意契約（第一号）		D		期間進行型		2/21/19		納入場所		藤原　孝文		佐藤　武尊		3/29/19		役務		大企業				A0E51SDT41074		A18013667		A18013667						3/25/19		7/12/18		プロジェクト対象外

		P		④特 トク		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		0		0		1,599,436		（社）日本アイソトープ協会		0353958021		その他		随意契約（第一号）		D		成果進行型		1/10/19				水谷　啓子		長畔　誠司		1/31/19		役務		その他				A0F01JDAa1174		A18032672								2/25/19		12/4/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		④特 トク		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		運交金-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		0		0		1,876,284		（社）日本アイソトープ協会		0353958021		その他		随意契約（第一号）		D		成果進行型		1/10/19				水谷　啓子		長畔　誠司		1/31/19		役務		その他				A0F01JDC11874		A18032672								2/25/19		12/4/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		④特 トク		環境整備		密封ＲＩ線源引取　一式		先端研究推進費-放射セ-加速器安全(J)-放射性廃棄物処理関係		0		0		3,503,520		（社）日本アイソトープ協会		0353958021		その他		随意契約（第一号）		E		進行基準対象外		9/25/18		納入場所		板山　裕之		吉田　剛		9/28/18		役務		その他				I1D11JD011174		A18015044		A18015044						10/25/18		8/8/18		プロジェクト対象外

		P		④特 トク		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・二次ライン		0		0		1,957,284		（社）日本アイソトープ協会		0353958021		その他		随意契約（第一号）		D		進行基準対象外		1/10/19				水谷　啓子		長畔　誠司		1/31/19		役務		その他				I1F01JDAc1474		A18032672								2/25/19		12/4/18		プロジェクト対象外

		P		④特 トク		環境整備		放射性（液体）廃棄物の引き渡し作業費　一式		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・二次ライン		0		0		835,776		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/14/19		納入場所		鈴木　健太		大山　雄一		3/29/19		役務		非対象その他				I1F01JDAc1474		A18039860		A18039860						4/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		④特 トク		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		先端研究推進費-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		0		0		643,680		（社）日本アイソトープ協会		0353958021		その他		随意契約		E		進行基準対象外		7/9/18		納入場所		水谷　啓子		長畔　誠司		8/31/18		役務		その他				I1F01JDD11274		A18008538		A18008538						8/24/18		5/25/18		プロジェクト対象外

		P		④特 トク		環境整備		RI廃棄物集荷　一式		先端研究推進費-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		0		0		636,660		（社）日本アイソトープ協会		0353958021		その他		随意契約（第一号）		E		進行基準対象外		1/10/19				水谷　啓子		長畔　誠司		1/31/19		役務		その他				I1F01JDD11274		A18032672								2/25/19		12/4/18		プロジェクト対象外

				④廃棄物処分費合計（特殊） ハイキブツ ショブン ヒ ゴウケイ トクシュ				全体 ゼンタイ								11,306,440

								内、運交金 ウチ ウンコウキン								3,729,520

								内、授業料収入 ウチ ジュギョウリョウ シュウニュウ								0

								内、目的積立金 ウチ モクテキ ツミタテキン								0

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内植物管理業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		28,080,000		不二造園土木（株）		0298215438		その他		一般競争契約		D		期間進行型		12/25/18		納入場所		城野　雅明		松本　利男		12/21/18		役務		中小企業				A0E31SD811074		A18001440		A18001440						7/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研放射線照射棟北側枯損木伐採その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		278,640		不二造園土木（株）		0298215438		その他		随意契約		D		期間進行型		6/29/18		納入場所		江口　洋		松本　利男		6/29/18		役務		中小企業				A0E31SD811074		A18007938		A18007938						7/25/18		5/22/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内枯損木伐採業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		199,800		不二造園土木（株）		0298215438		その他		随意契約		D		期間進行型		7/27/18		納入場所		江口　洋		松本　利男		7/31/18		役務		中小企業				A0E31SD811074		A18012432		A18012432						8/24/18		7/3/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内道路支障樹木剪定その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		982,800		不二造園土木（株）		0298215438		その他		随意契約		D		期間進行型		9/14/18		納入場所		江口　洋		松本　利男		9/14/18		役務		中小企業				A0E31SD811074		A18015731		A18015731						10/25/18		7/31/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研テント倉庫周辺枯損木伐採その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		237,600		不二造園土木（株）		0298215438		その他		随意契約		D		期間進行型		10/30/18		納入場所		城野　雅明		松本　利男		10/26/18		役務		中小企業				A0E31SD811074		A18020863		A18020863						11/22/18		9/21/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研カヤ生息維持管理設定地草刈その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		368,280		茨城県県南造園土木協業組合		0298223771		その他		随意契約		D		期間進行型		2/15/19				城野　雅明		松本　利男		2/15/19		役務		非対象その他		1/26/71		A0E31SD811074		A18030349								2/25/19		12/20/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研構内枯損木伐採その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		648,000		不二造園土木（株）		0298215438		その他		随意契約		D		期間進行型		3/25/19		納入場所		城野　雅明		松本　利男		3/22/19		役務		中小企業				A0E31SD811074		A18036392		A18036392						4/25/19		2/18/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研東通り支障倒木撤去その他業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築[裁量]		0		0		842,400		不二造園土木（株）		0298215438		その他		随意契約		D		期間進行型		11/20/18		納入場所		城野　雅明		松本　利男		11/26/18		役務		中小企業				A0E31SD811174		A18024764		A18024764						12/25/18		10/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）１号館アネックス周囲除草作業		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		42,120		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		期間進行型		7/20/18		納入場所		江口　洋		髙橋　誠		7/20/18		役務		中小企業				A0E31SD821074		A18011764		A18011764						8/24/18		6/27/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）西地区構内植物維持管理業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		723,600		環境保全事業(株)		0292828855		その他		随意契約		D		期間進行型		7/26/18		納入場所		江口　洋		髙橋　誠		8/24/18		役務		中小企業		7/4/84		A0E31SD821074		A18010896		A18010896						8/24/18		6/25/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）西地区構内支障木伐採業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		162,000		環境保全事業(株)		0292828855		その他		随意契約		D		期間進行型		9/21/18		納入場所		江口　洋		髙橋　誠		9/28/18		役務		中小企業		7/4/84		A0E31SD821074		A18016159		A18016159						10/25/18		8/17/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）西地区構内植物維持管理業務（その2）		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		723,600		環境保全事業(株)		0292828855		その他		随意契約		D		期間進行型		12/19/18		納入場所		廣瀬　欽一		髙橋　誠		12/21/18		役務		中小企業		7/4/84		A0E31SD821074		A18024563		A18024563						1/25/19		11/5/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）西地区構内落葉清掃業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		108,000		環境保全事業(株)		0292828855		その他		随意契約		D		期間進行型		1/10/19		納入場所		廣瀬　欽一		髙橋　誠		1/15/19		役務		中小企業		7/4/84		A0E31SD821074		A18027293		A18027293						1/25/19		11/30/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研（東海）西地区樹木剪定業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		950,400		環境保全事業(株)		0292828855		その他		随意契約		D		期間進行型		3/7/19		納入場所		廣瀬　欽一		髙橋　誠		3/15/19		役務		中小企業		7/4/84		A0E31SD821074		A18033519		A18033519						3/25/19		1/28/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研カヤ生息維持管理設定地草刈その他業務		運交金-施設部-垣根剪定経費[裁量]-物件費		0		0		484,920		茨城県県南造園土木協業組合		0298223771		その他		随意契約		D		期間進行型		2/15/19				城野　雅明		松本　利男		2/15/19		役務		非対象その他		1/26/71		A0E31SDT61074		A18030349								2/25/19		12/20/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑤		環境整備		高エネ研放射線管理棟前丁字路低木刈込業務		運交金-管理局-共通経費(一般)-交通安全[共通]		0		0		69,120		不二造園土木（株）		0298215438		その他		随意契約		K		期間進行型		2/15/19				城野　雅明		佐藤　武尊		2/15/19		役務		中小企業				A0E41SD012374		A18033170		A18033170						2/25/19		1/21/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑤		環境整備		テニスコート周辺伐採樹木撤去　一式		運交金-管理局-東海管理課(一般)-産廃処分費		0		0		162,000		環境保全事業(株)		0292828855		その他		随意契約		K		期間進行型		10/16/18		納入場所		安西　妙子		小泉　貞実		10/31/18		役務		中小企業		7/4/84		A0E41SD126074		A18021969		A18021969						11/22/18		10/11/18		プロジェクト対象外

		-		⑤		環境整備		高エネ研（竹園）３丁目住宅７１７棟等樹木伐採その他業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		799,200		茨城県県南造園土木協業組合		0298223771		その他		随意契約		K		期間進行型		6/14/18				江口　洋		杉尾　和彦		6/15/18		役務		非対象その他		1/26/71		A0E41SD511074		A18000602		A18000602						7/25/18		5/7/18		プロジェクト対象外

		-		⑤		環境整備		高エネ研（吾妻）２丁目住宅８０７棟駐車場周辺等枯損木伐採業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		237,600		茨城県県南造園土木協業組合		0298223771		その他		随意契約		K		期間進行型		9/14/18				江口　洋		杉尾　和彦		9/21/18		役務		非対象その他		1/26/71		A0E41SD511074		A18015608		A18015608						10/25/18		8/8/18		プロジェクト対象外

		-		⑤		環境整備		高エネ研（吾妻）２丁目住宅駐車場2A-42周辺等倒木撤去業務		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		71,280		茨城県県南造園土木協業組合		0298223771		工事		随意契約		K		期間進行型		10/2/18				杉尾　和彦		杉尾　和彦		10/5/18		工事		非対象その他		1/26/71		A0E41SD511074		A18021447		A18021447						11/22/18		10/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑤		環境整備		高エネ研（東海）ＭＲ第２搬入棟等周辺草刈業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		216,000		環境保全事業(株)		0292828855		その他		随意契約		D		成果進行型		8/7/18		納入場所		江口　洋		髙橋　誠		8/30/18		役務		中小企業		7/4/84		A0F01JDE21074		A18013532		A18013532						8/24/18		7/18/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑤		環境整備		高エネ研（東海）ハドロン実験ホール周辺草刈業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		972,000		不二造園土木（株）		0298215438		その他		随意契約		D		成果進行型		8/31/18		納入場所		江口　洋		髙橋　誠		8/30/18		役務		中小企業				A0F01JDE21074		A18013154		A18013154						9/25/18		7/10/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑤		環境整備		高エネ研（東海）J-PARC構内植物維持管理業務		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		1,620,000		環境保全事業(株)		0292828855		その他		随意契約		D		成果進行型		12/7/18		納入場所		廣瀬　欽一		髙橋　誠		12/14/18		役務		中小企業		7/4/84		A0F01JDE21074		A18020759		A18020759						12/25/18		10/2/18		大強度陽子加速器による実験研究

		-		⑤		環境整備		みの内住宅草刈作業　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		453,600		シーライフ　フジノ		09064763273		その他		随意契約		D		進行基準対象外		11/19/18		納入場所		安西　妙子		塙　正広		11/30/18		役務		中小企業		1/1/18		A1E51SD212074		A18010295		A18010295						12/25/18		6/15/18		プロジェクト対象外

				⑤緑地管理費合計 リョクチ カンリヒ ゴウケイ				全体 ゼンタイ								39,432,960

								内、運交金 ウチ ウンコウキン								38,979,360

								内、授業料収入 ウチ ジュギョウリョウ シュウニュウ								0

								内、目的積立金 ウチ モクテキ ツミタテキン								0

		P		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研先端計測開発棟等駐車場区画線工事		運交金-素核研-実験室安全(一般)-物件費		0		0		130,950		（株）ミヤモト開発		0298738220		工事		随意契約		C		期間進行型		6/27/18				江口　洋		田中　伸晃		7/27/18		工事		中小企業				A0A20SDx1106F		A18005208		A18005208						7/25/18		6/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研プール循環水配管漏水修理工事		運交金-管理局-人事労務課(一般)-職員厚生費[福利厚生室]		0		0		81,000		カンキ工業（有）		0298855110		工事		随意契約		K		期間進行型		3/25/19				城野　雅明		三國　和美		3/25/19		工事		中小企業				A0E41SD05126F		A18038203		A18038203						4/25/19		3/5/19		プロジェクト対象外

		P		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研計算機南棟西側駐輪場照明設備取設工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		255,960		（有）森田電気商会		0298640479		工事		随意契約		E		期間進行型		3/22/19				城野　雅明		前田　裕文		3/15/19		工事		中小企業				A0D12SD08116F		A18023710		A18023710						4/25/19		1/24/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館北側道路陥没補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		388,800		（株）ミヤモト開発		0298738220		工事		随意契約		D		期間進行型		6/6/18				江口　洋		赤池　健		6/8/18		工事		中小企業				A0E31SD81106F		A18007466		A18007466						6/25/18		5/22/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ‐ＡＲ南実験棟室外機周辺部アスファルト陥没補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		226,800		（株）ミヤモト開発		0298738220		工事		随意契約		D		期間進行型		3/15/19				城野　雅明		赤池　健		3/15/19		工事		中小企業				A0E31SD81106F		A18033111		A18033111						4/25/19		1/24/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研南地区等外灯灯具取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		1,079,460		木村電設工業（株）		0298722111		工事		随意契約		D		期間進行型		12/20/18				廣瀬　欽一		藤田　啓嗣		12/14/18		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18021430		A18021430						1/25/19		10/17/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＡＲ地区等構内外灯安定器取替他工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		0		0		753,840		（株）須藤電気商会		0298211329		工事		随意契約		D		期間進行型		2/28/19				城野　雅明		丸山　雅史		2/28/19		工事		中小企業				A0E31SD81206F		A18035922		A18035922						3/25/19		2/8/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）排水浄化施設西側駐車場排水溝蓋補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		0		0		124,200		ツクバメンテナンス（株）		0298220554		工事		随意契約		D		期間進行型		6/29/18				江口　洋		相沢　栄次郎		6/29/18		工事		中小企業				A0E31SD82106F		A18008338		A18008338						7/25/18		5/31/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）１号館外灯灯具取替工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		0		0		237,600		西山電気（株）		0334440101		工事		随意契約		D		期間進行型		3/22/19				江口　洋		千田　謙太郎		3/22/19		工事		中小企業				A0E31SD82206F		A18035235		A18035235						4/25/19		2/13/19		プロジェクト対象外

		P		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研テント倉庫周辺側溝埋戻し工事		運交金-施設部-テントハウス補修費[裁量]-物件費		0		0		645,840		（株）ミヤモト開発		0298738220		工事		随意契約		D		期間進行型		12/6/18				城野　雅明		府川　薫		12/14/18		工事		中小企業				A0E31SDT5106F		A18026835		A18026835						12/25/18		11/22/18		プロジェクト対象外

		P		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）設備管理棟等西側通路舗装補修その他工事		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		0		0		264,384		東康建設工業（株）		0292822626		工事		随意契約		E		成果進行型		3/20/19				江口　洋		髙橋　誠		3/20/19		工事		中小企業				A0F01JDD2116F		A18036264								4/25/19		2/13/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）設備管理棟等西側通路舗装補修その他工事		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		410,508		東康建設工業（株）		0292822626		工事		随意契約		D		成果進行型		3/20/19				江口　洋		髙橋　誠		3/20/19		工事		中小企業				A0F01JDE2106F		A18036264								4/25/19		2/13/19		大強度陽子加速器による実験研究

		長 チョウ		⑥		その他修繕費		高エネ研仮設駐車場補修工事		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		799,200		(株)カタオカエンジニアリング		0298808008		工事		随意契約		D		期間進行型		9/11/18				江口　洋		松本　利男		9/7/18		工事		中小企業				A0E31SD81106I		A18013388		A18013388						10/25/18		6/26/18		プロジェクト対象外

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研吾妻２丁目職員宿舎駐車場ライン修繕		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		277,992		（有）三田建設工業		0296528221		工事		随意契約		K		期間進行型		3/8/19				杉尾　和彦		杉尾　和彦		3/22/19		工事		中小企業				A0E41SD51106F		A18036269		A18036269						4/25/19		2/15/19		プロジェクト対象外

		-		⑥		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）設備管理棟等西側通路舗装補修その他工事		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-建築		0		0		72,468		東康建設工業（株）		0292822626		工事		随意契約		D		進行基準対象外		3/20/19				江口　洋		髙橋　誠		3/20/19		工事		中小企業				I1F01JDE2106F		A18036264								4/25/19		2/13/19		プロジェクト対象外

		-		⑥		構築物		高エネ研ＥＲＬ開発棟北側放射線管理区域境界土留壁取設工事		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-保守費		0		0		602,640		古谷建設（株）		0297351456		工事		随意契約		D		期間進行型		10/24/18				城野　雅明		濁川　和幸		11/2/18		工事		中小企業				A0EAALDe11004		A18020526		A18020526						11/22/18		9/27/18		プロジェクト対象外

				⑥校地維持費合計 コウチ イジヒ ゴウケイ				全体 ゼンタイ								6,351,642

								内、運交金 ウチ ウンコウキン								6,279,174

								内、授業料収入 ウチ ジュギョウリョウ シュウニュウ								0

								内、目的積立金 ウチ モクテキ ツミタテキン								0

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（4月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		26,244		テスコ（株）		03335538010		その他		随意契約		D		成果進行型		5/7/18		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		5/7/18		役務		中小企業				A0B10PD021074		A18000829		A18000829						5/25/18		4/1/18		放射光施設による実験研究

		長 チョウ		⑦		環境整備		高エネ研食堂南側ウッドデッキ清掃業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		105,840		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		7/17/18		納入場所		江口　洋		赤池　健		7/20/18		役務		中小企業				A0E31SD811074		A18009464		A18009464						8/24/18		6/4/18		プロジェクト対象外

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（5月分）  一式     		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		52,488		テスコ（株）		03335538010		その他		随意契約		D		成果進行型		6/4/18		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		6/4/18		役務		中小企業				A0B10PD021074		A18000830		A18000830						6/25/18		4/1/18		放射光施設による実験研究

		P		⑦		環境整備		清掃作業　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		97,200		（有）エアリー		0298500133		その他		随意契約		D		成果進行型		6/1/18		納入場所		宇梶　祐美子		足立　伸一		6/29/18		役務		中小企業				A0B10PD021074		A18011173		A18011173						7/25/18		5/28/18		放射光施設による実験研究

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（6月分） 一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		78,732		テスコ（株）		03335538010		その他		随意契約		D		成果進行型		7/3/18		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		7/3/18		役務		中小企業				A0B10PD021074		A18000834		A18000834						7/25/18		4/1/18		放射光施設による実験研究

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（7月分） 一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		43,740		テスコ（株）		03335538010		その他		随意契約		D		成果進行型		8/2/18		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		8/2/18		役務		中小企業				A0B10PD021074		A18000835		A18000835						9/25/18		4/1/18		放射光施設による実験研究

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（8月分） 一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		43,740		テスコ（株）		03335538010		その他		随意契約		D		成果進行型		9/5/18		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		9/5/18		役務		中小企業				A0B10PD021074		A18014590		A18014590						10/25/18		4/1/18		放射光施設による実験研究

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（9月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		34,992		テスコ（株）		03335538010		その他		随意契約		D		成果進行型		10/3/18		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		10/3/18		役務		中小企業				A0B10PD021074		A18014591		A18014591						11/22/18		4/1/18		放射光施設による実験研究

		P		⑦		環境整備		床クリーニング作業　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		48,600		（有）エアリー		0298500133		その他		随意契約		D		成果進行型		11/1/18		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		11/1/18		役務		中小企業				A0B10PD021074		A18020299		A18020299						12/25/18		10/2/18		放射光施設による実験研究

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（10月分） 一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		34,992		テスコ（株）		03335538010		その他		随意契約		D		成果進行型		11/2/18		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		11/2/18		役務		中小企業				A0B10PD021074		A18014593		A18014593						12/25/18		4/1/18		放射光施設による実験研究

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（11月分） 一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		69,984		テスコ（株）		03335538010		その他		随意契約		D		成果進行型		12/4/18		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		12/4/18		役務		中小企業				A0B10PD021074		A18014596		A18014596						1/25/19		4/1/18		放射光施設による実験研究

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（12月分） 一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		52,488		テスコ（株）		03335538010		その他		随意契約		D		成果進行型		1/8/19		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		1/8/19		役務		中小企業				A0B10PD021074		A18014599		A18014599						2/25/19		4/1/18		放射光施設による実験研究

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（1月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		34,992		テスコ（株）		03335538010		その他		随意契約		D		成果進行型		2/4/19		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		2/4/19		役務		中小企業				A0B10PD021074		A18030898		A18030898						3/25/19		4/1/18		放射光施設による実験研究

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（2月分） 一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		43,740		テスコ（株）		03335538010		その他		随意契約		D		成果進行型		3/5/19		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		3/5/19		役務		中小企業				A0B10PD021074		A18030899		A18030899						4/25/19		4/1/18		放射光施設による実験研究

		P		⑦		環境整備		放射光科学研究施設共同利用控え室等管理・清掃業務（3月分）　一式		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		0		0		78,732		テスコ（株）		03335538010		その他		随意契約		D		成果進行型		3/29/19		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		3/29/19		役務		中小企業				A0B10PD021074		A18030900		A18030900						4/25/19		4/1/18		放射光施設による実験研究

		P		⑦		環境整備		PF光源棟他トイレ清掃　一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		201,960		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		7/20/18		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		7/20/18		役務		中小企業				A0BB1PD031074		A18014522		A18014522						8/24/18		5/10/18		放射光施設による実験研究

		P		⑦		環境整備		PF光源棟他トイレ清掃　一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		130,680		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		1/4/19		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		1/4/19		役務		中小企業				A0BB1PD031074		A18030881		A18030881						2/25/19		11/15/18		放射光施設による実験研究

		P		⑦		環境整備		PF光源棟他トイレ清掃　一式		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		0		0		154,440		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		成果進行型		3/29/19		納入場所		岡野　清美		足立　伸一		3/29/19		役務		中小企業				A0BB1PD031074		A18032432		A18032432						4/25/19		1/23/19		放射光施設による実験研究

		P		⑦		環境整備		清掃作業　一式		運交金-加七-加速器七系(一般)-研究主幹		0		0		47,520		（有）エアリー		0298500133		その他		随意契約		C		期間進行型		4/2/18		納入場所		飯村　道子		小林　幸則		4/6/18		役務		中小企業				A0C27SD271074		A18000416		A18000416						5/25/18		4/2/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研管理棟玄関前等雨水配管清掃業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		108,000		高橋興業（株）

清岡　翔吾: 要領を確認すると、
配管清掃や受水槽清掃も清掃費にて計上することに		

清岡　翔吾: PCBの廃棄処理に係わる経費
除外するべきものでは？→除外		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		9/28/18		納入場所		江口　洋		赤池　健		9/28/18		役務		中小企業				A0E31SD81106B		A18018547		A18018547						10/25/18		9/10/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研（東海）１号館高置水槽水質検査		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		0		0		52,920		（株）アトックス　東海営業所		0355407950		その他		随意契約		D		期間進行型		10/26/18		納入場所		廣瀬　欽一		礒﨑　操		10/26/18		役務		中小企業				A0E31SD82306B		A18019625		A18019625						11/22/18		9/20/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（４月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		537,654		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		K		期間進行型		5/7/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18001384		A18001384		A18000013		出来高払い		5/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（５月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		537,654		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		K		期間進行型		6/1/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18001388		A18001388		A18000013		出来高払い		6/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（4月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,597,125		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		K		期間進行型		5/1/18		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18009313		A18009313						6/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（5月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,566,600		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		K		期間進行型		6/1/18		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18009328		A18009328		A18000910		出来高払い		7/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（６月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		537,654		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		K		期間進行型		7/2/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18001389		A18001389		A18000013		出来高払い		7/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（6月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,592,130		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		K		期間進行型		7/2/18		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18009329		A18009329						8/24/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（７月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		537,654		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		K		期間進行型		8/1/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18001390		A18001390		A18000013		出来高払い		8/24/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（7月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,569,190		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		K		期間進行型		8/1/18		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18009331		A18009331		A18000910		出来高払い		9/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（８月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		537,654		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		K		期間進行型		9/3/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18001392		A18001392		A18000013		出来高払い		9/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（8月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,562,345		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		K		期間進行型		9/3/18		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18009332		A18009332		A18000910		出来高払い		10/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（９月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		537,654		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		K		期間進行型		10/1/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18001393		A18001393		A18000013		出来高払い		10/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（9月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,555,130		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		K		期間進行型		10/1/18		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18009333		A18009333		A18000910		出来高払い		11/22/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（１０月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		537,654		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		K		期間進行型		11/1/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18001394		A18001394		A18000013		出来高払い		11/22/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（10月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,576,590		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		K		期間進行型		11/1/18		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18009335		A18009335						12/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（１１月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		537,654		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		K		期間進行型		12/3/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18001395		A18001395		A18000013		出来高払い		12/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（11月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,572,890		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		K		期間進行型		12/3/18		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18009336		A18009336						1/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（１２月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		537,653		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		K		期間進行型		1/4/19		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18001396		A18001396		A18000013		出来高払い		1/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（12月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,573,445		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		K		期間進行型		1/4/19		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18009337		A18009337		A18000910		出来高払い		2/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（１月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		537,653		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		K		期間進行型		2/1/19		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18001397		A18001397		A18000013		出来高払い		2/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（1月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,538,480		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		K		期間進行型		2/4/19		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18009338		A18009338		A18000910		出来高払い		3/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（２月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		537,653		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		K		期間進行型		3/1/19		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18001399		A18001399		A18000013		出来高払い		3/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（2月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,562,715		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		K		期間進行型		3/1/19		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18009339		A18009339		A18000910		出来高払い		4/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（つくばキャンパス）（3月分）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		2,607,670		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		K		期間進行型		3/31/19		納入場所		藤原　孝文		藤原　孝文		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18009341		A18009341		A18000910		出来高払い		4/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（３月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		0		0		537,653		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		K		期間進行型		3/31/19		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0E41SD012274		A18001401		A18001401		A18000013		出来高払い		4/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		建物及び附帯設備保守費		高エネ研食堂及び喫茶室厨房排水管・グリストラップ清掃		運交金-管理局-人事労務課(一般)-職員厚生費[福利厚生室]		0		0		336,960		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		K		期間進行型		1/11/19				城野　雅明		三國　和美		1/11/19		役務		中小企業				A0E41SD05126B		A18027946		A18027946						1/25/19		12/5/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑦		環境整備		東海１号館415号室清掃業務　一式		運交金-管理局-東海C運営費(一般)-物件費		0		0		32,400		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		期間進行型		3/22/19		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/29/19		役務		中小企業				A0E41SD741074		A18039864		A18039864						4/25/19		3/19/19		プロジェクト対象外

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（４月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		356,046		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		D		成果進行型		5/7/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0F01JDE31074		A18001384		A18001384		A18000013		出来高払い		5/25/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（５月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		356,046		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		D		成果進行型		6/1/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0F01JDE31074		A18001388		A18001388		A18000013		出来高払い		6/25/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（６月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		356,046		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		D		成果進行型		7/2/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0F01JDE31074		A18001389		A18001389		A18000013		出来高払い		7/25/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（７月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		356,046		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		D		成果進行型		8/1/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0F01JDE31074		A18001390		A18001390		A18000013		出来高払い		8/24/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（８月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		356,046		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		D		成果進行型		9/3/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0F01JDE31074		A18001392		A18001392		A18000013		出来高払い		9/25/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（９月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		356,046		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		D		成果進行型		10/1/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0F01JDE31074		A18001393		A18001393		A18000013		出来高払い		10/25/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（１０月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		356,046		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		D		成果進行型		11/1/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0F01JDE31074		A18001394		A18001394		A18000013		出来高払い		11/22/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（１１月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		356,046		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		D		成果進行型		12/3/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0F01JDE31074		A18001395		A18001395		A18000013		出来高払い		12/25/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（１２月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		356,047		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		D		成果進行型		1/4/19		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0F01JDE31074		A18001396		A18001396		A18000013		出来高払い		1/25/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（１月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		356,047		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		D		成果進行型		2/1/19		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0F01JDE31074		A18001397		A18001397		A18000013		出来高払い		2/25/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（２月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		356,047		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		D		成果進行型		3/1/19		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0F01JDE31074		A18001399		A18001399		A18000013		出来高払い		3/25/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑦		環境整備		建物内清掃業務（東海キャンパス他）　　一式（３月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		356,047		高橋興業（株）		0298242211		その他		一般競争契約		D		成果進行型		3/31/19		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0F01JDE31074		A18001401		A18001401		A18000013		出来高払い		4/25/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		-		⑦		環境整備		みの内住宅ハウスクリーニング作業　一式		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		86,400		高橋興業（株）		0298242211		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/19/19		納入場所		安西　妙子		塙　正広		3/29/19		役務		中小企業				A1E51SD212074		A18038831		A18038831						4/25/19		3/11/19		プロジェクト対象外

				⑦清掃費合計 セイソウ ヒ ゴウケイ				全体 ゼンタイ								43,596,494

								内、運交金 ウチ ウンコウキン								43,510,094

								内、授業料収入 ウチ ジュギョウリョウ シュウニュウ								0

								内、目的積立金 ウチ モクテキ ツミタテキン								0

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（４月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		その他		随意契約		K		期間進行型		5/1/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD012678		A18001410		A18001410		A18000173		出来高払い		5/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑧		他委託		構内警備業務（つくばキャンパス）　一式		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		50,025,600		東京警備保障（株）		0334332761		その他		一般競争契約		K		期間進行型		3/31/19				藤原　孝文		小髙　美里		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD012678		A18006756				A18000023		複数年度契約		6/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（５月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		その他		随意契約		K		期間進行型		6/1/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD012678		A18001414		A18001414		A18000173		出来高払い		6/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（６月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		その他		随意契約		K		期間進行型		7/2/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD012678		A18001415		A18001415		A18000173		出来高払い		7/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（７月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		その他		随意契約		K		期間進行型		8/1/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD012678		A18001416		A18001416		A18000173		出来高払い		8/24/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（８月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		その他		随意契約		K		期間進行型		9/3/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD012678		A18001418		A18001418		A18000173		出来高払い		9/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（９月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		その他		随意契約		K		期間進行型		10/1/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD012678		A18001419		A18001419		A18000173		出来高払い		10/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（１０月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		その他		随意契約		K		期間進行型		11/1/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD012678		A18001420		A18001420		A18000173		出来高払い		11/22/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（１１月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		65,880		新安全警備保障（株）		0293041851		その他		随意契約		K		期間進行型		12/3/18		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD012678		A18001421		A18001421		A18000173		出来高払い		12/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（１２月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		その他		随意契約		K		期間進行型		1/4/19		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD012678		A18001422		A18001422		A18000173		出来高払い		1/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（１月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		その他		随意契約		K		期間進行型		2/1/19		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD012678		A18001423		A18001423		A18000173		出来高払い		2/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（２月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		その他		随意契約		K		期間進行型		3/1/19		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD012678		A18001424		A18001424		A18000173		出来高払い		3/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑧		他委託		東海１号館地区警備業務　一式（３月分）		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		0		0		62,640		新安全警備保障（株）		0293041851		その他		随意契約		K		期間進行型		3/31/19		納入場所		戸塚　賢次郎		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD012678		A18001425		A18001425		A18000173		出来高払い		4/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

				⑧警備費合計 ケイビ ヒ ゴウケイ				全体 ゼンタイ								50,780,520

								内、運交金 ウチ ウンコウキン								50,780,520

								内、授業料収入 ウチ ジュギョウリョウ シュウニュウ								0

								内、目的積立金 ウチ モクテキ ツミタテキン								0

		-		⑨		電力		電気料（4月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,550		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		5/1/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000311		A18000311		A18003982		出来高払い		5/7/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（4月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		37,780		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		5/1/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000326		A18000326		A18003982		出来高払い		5/7/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（5月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,476		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		6/1/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000313		A18000313		A18003982		出来高払い		6/4/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（5月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		39,578		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		6/1/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000327		A18000327		A18003982		出来高払い		6/4/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（6月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,766		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		7/2/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000314		A18000314		A18003982		出来高払い		7/3/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（6月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		38,245		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		7/2/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000328		A18000328		A18003982		出来高払い		7/3/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（7月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,934		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		8/1/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000315		A18000315		A18003982		出来高払い		8/2/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（7月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		39,699		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		8/1/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000330		A18000330		A18003982		出来高払い		8/2/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（8月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		18,122		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		9/3/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000317		A18000317		A18003982		出来高払い		9/3/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（8月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		40,187		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		9/3/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000331		A18000331		A18003982		出来高払い		9/3/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（9月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		40,027		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		10/1/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000332		A18000332		A18003982		出来高払い		10/3/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（9月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		18,340		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		10/1/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000318		A18000318		A18003982		出来高払い		10/4/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（10月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		18,012		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		11/1/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000319		A18000319		A18003982		出来高払い		11/1/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（10月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		39,514		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		11/1/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000333		A18000333		A18003982		出来高払い		11/1/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（11月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		18,255		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		12/3/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000320		A18000320		A18003982		出来高払い		12/4/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（11月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		39,939		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		12/3/18		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000334		A18000334		A18003982		出来高払い		12/4/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（12月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		18,066		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		1/4/19		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000321		A18000321		A18003982		出来高払い		1/9/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（12月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		40,044		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		1/4/19		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000335		A18000335		A18003982		出来高払い		1/8/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（1月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		18,066		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		2/1/19		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000322		A18000322		A18003982		出来高払い		2/4/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（1月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		40,836		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		2/1/19		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000336		A18000336		A18003982		出来高払い		2/4/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（2月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		39,608		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		3/1/19		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000337		A18000337		A18003982		出来高払い		3/5/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（2月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		18,334		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		3/1/19		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000324		A18000324		A18003982		出来高払い		3/5/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（3月分）職員宿舎吾妻805棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		17,944		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000325		A18000325		A18003982		出来高払い		4/3/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（3月分）職員宿舎吾妻806・807・201棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		0		0		39,520		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		K		期間進行型		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		杉尾　和彦		3/31/19		役務		大企業				A0E41SD511050		A18000338		A18000338		A18003982		出来高払い		4/3/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（4月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		897,963		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		その他		随意契約		D		期間進行型		5/9/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0E51SD205050		A18005557								5/21/18		4/2/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（4月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,062		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		期間進行型		5/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18006009		A18006009		A18006230		出来高払い		5/7/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（4月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,038,741		㈱パネイル		05031897092		その他		一般競争契約		D		期間進行型		5/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A0E51SD205050		A18007815		A18007815		A17038060		複数年度契約/出来高払い		6/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（5月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		912,654		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		その他		随意契約		D		期間進行型		6/7/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0E51SD205050		A18009613								6/20/18		5/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（5月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,085		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		期間進行型		6/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18006012		A18006012		A18006230		出来高払い		6/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,225,765		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		期間進行型		6/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A0E51SD205050		A18012329		A18012329		A17038060		複数年度契約/出来高払い		6/20/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（6月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,093		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		期間進行型		7/2/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18006014		A18006014		A18006230		出来高払い		7/3/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（6月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		952,086		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		その他		随意契約		D		期間進行型		7/9/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0E51SD205050		A18012851								7/20/18		6/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（6月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,374,863		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		期間進行型		7/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A0E51SD205050		A18013796		A18013796		A17038060		複数年度契約/出来高払い		7/20/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（7月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,095		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		期間進行型		8/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18006015		A18006015		A18006230		出来高払い		8/2/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（7月1日～7月15日分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		605,903		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		その他		随意契約		D		期間進行型		8/8/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A0E51SD205050		A18015971								8/20/18		7/2/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		2,019,771		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		期間進行型		8/2/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A0E51SD205050		A18016185		A18016185		A17038060		複数年度契約/出来高払い		8/20/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（7月16日～8月15日分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,059,548		東京電力エナジーパートナー（株）　（窓口払）		0120995332-2		その他		随意契約		D		期間進行型		8/28/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18017292								9/3/18		7/2/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（8月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,101		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		期間進行型		9/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18006017		A18006017		A18006230		出来高払い		9/3/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（8月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,883,255		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		期間進行型		9/4/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A0E51SD205050		A18019061		A18019061		A17038060		複数年度契約/出来高払い		9/20/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（8月16日～9月15日分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,020,925		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		期間進行型		9/26/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18020064								9/28/18		9/3/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（9月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,113		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		期間進行型		10/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18006021		A18006021		A18006230		出来高払い		10/3/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,700,571		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		期間進行型		10/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A0E51SD205050		A18022462		A18022462		A17038060		複数年度契約/出来高払い		10/22/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（9月16日～10月15日分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		817,077		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		期間進行型		10/26/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18023437								10/30/18		9/3/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（10月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,128		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		期間進行型		11/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18006023		A18006023		A18006230		出来高払い		11/1/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（10月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,475,095		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		期間進行型		11/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A0E51SD205050		A18025487		A18025487		A17038060		複数年度契約/出来高払い		11/20/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（10月16日～11月15日分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		909,170		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		期間進行型		11/26/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18026553								11/30/18		10/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（11月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,139		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		期間進行型		12/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18006025		A18006025		A18006230		出来高払い		12/4/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,496,797		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		期間進行型		12/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A0E51SD205050		A18029016		A18029016		A17038060		複数年度契約/出来高払い		12/20/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（11月16日～12月15日分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,156,220		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		期間進行型		12/26/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18030171								12/28/18		11/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（12月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,148		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		期間進行型		1/4/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18006027		A18006027		A18006230		出来高払い		1/8/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（12月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		2,183,370		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		期間進行型		1/7/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A0E51SD205050		A18031867		A18031867		A17038060		複数年度契約/出来高払い		1/21/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（12月16日～１月15日分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,475,551		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		期間進行型		1/25/19				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18033201								1/31/19		12/3/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（1月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,162		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		期間進行型		2/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18006029		A18006029		A18006230		出来高払い		2/4/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		2,703,830		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		期間進行型		2/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A0E51SD205050		A18035907		A18035907		A17038060		複数年度契約/出来高払い		2/20/19		12/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（1月16日～2月15日分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,706,205		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		期間進行型		2/26/19				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18037345								2/28/19		1/4/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（2月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,176		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		期間進行型		3/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18006030		A18006030		A18006230		出来高払い		3/5/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（2月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		68,830,945		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		期間進行型		3/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A0E51SD205050		A18039820		A18039820		A17038060		複数年度契約/出来高払い		3/20/19		12/3/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（2月16日～3月15日分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,308,349		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		期間進行型		3/28/19				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18040671								3/29/19		2/1/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（3月分）信号機		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		1,180		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		大企業				A0E51SD205050		A18006031		A18006031		A18006230		出来高払い		4/3/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		385,061,121		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		期間進行型		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A0E51SD205050		A18040904		A18040904		A17038060		複数年度契約/出来高払い		4/22/19		3/31/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（2月分）		運交金-機構共通-光熱水料(29)-電気料		0		0		42,348,400		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		期間進行型		3/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A0E51SD215050		A18039820		A18039820		A17038060		複数年度契約/出来高払い		3/20/19		12/3/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		電気料（4月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,454		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		成果進行型		4/27/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		大企業				A0F01JDAc1050		A18004266		A18004266						5/7/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		電気料（5月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,628		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		成果進行型		5/28/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		大企業				A0F01JDAc1050		A18004268		A18004268						6/4/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		電気料（6月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,796		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		成果進行型		6/28/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		大企業				A0F01JDAc1050		A18004269		A18004269						7/3/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		電気料（7月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,636		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		成果進行型		7/30/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		大企業				A0F01JDAc1050		A18004270		A18004270						8/2/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		電気料（8月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,323		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		成果進行型		8/27/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		大企業				A0F01JDAc1050		A18004271		A18004271						9/3/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		電気料（9月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,299		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		成果進行型		9/27/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		大企業				A0F01JDAc1050		A18004272		A18004272						10/3/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		電気料（10月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,449		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		成果進行型		10/29/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		大企業				A0F01JDAc1050		A18004273		A18004273						11/1/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		電気料（11月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,852		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		成果進行型		11/29/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		大企業				A0F01JDAc1050		A18004274		A18004274						12/4/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		電気料（12月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		3,298		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		成果進行型		12/28/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		大企業				A0F01JDAc1050		A18004275		A18004275						1/8/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		電気料（1月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		5,827		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		成果進行型		1/29/19		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		大企業				A0F01JDAc1050		A18004276		A18004276						2/4/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		電気料（2月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		8,201		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		成果進行型		2/28/19		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		大企業				A0F01JDAc1050		A18004277		A18004277						3/5/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		電気料（3月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		9,676		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		成果進行型		3/29/19		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		大企業				A0F01JDAc1050		A18004280		A18004280						4/3/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（3月分）		運交金-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		22,189,600		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		供給		随意契約		D		成果進行型		3/29/19		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/19		物品		非対象その他				A0F01JDE13050		A18037366		A18037366						4/25/19		3/1/19		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（4月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		22,454		茨城県		0293012239		その他		随意契約		D		成果進行型		5/15/18		納入場所		安西　妙子		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18004332		A18004332						5/21/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（４月分）一式		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		253,126		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		5/1/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18004021		A18004021						6/25/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（5月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		27,728		茨城県		0293012239		その他		随意契約		D		成果進行型		6/14/18		納入場所		安西　妙子		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18004334		A18004334						6/19/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（5月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		297,204		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		6/1/18		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18004201		A18004201						7/25/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（6月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		26,712		茨城県		0293012239		その他		随意契約		D		成果進行型		7/17/18		納入場所		安西　妙子		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18006702		A18006702						7/20/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（6月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		272,166		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		7/2/18		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18004202		A18004202						8/24/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（7月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		161,706		茨城県		0293012239		その他		随意契約		D		成果進行型		8/17/18		納入場所		安西　妙子		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18006703		A18006703						8/29/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（7月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		286,915		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		8/1/18		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18004204		A18004204						9/25/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（8月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		256,537		茨城県		0293012239		その他		随意契約		D		成果進行型		9/11/18		納入場所		安西　妙子		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18006704		A18006704						9/14/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（8月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		316,928		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		9/3/18		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18004205		A18004205						10/25/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（9月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		180,117		茨城県		0293012239		その他		随意契約		D		成果進行型		10/15/18		納入場所		安西　妙子		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18006705		A18006705						10/19/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（9月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		251,206		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		10/1/18		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18004207		A18004207						11/22/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（10月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		188,763		茨城県		0293012239		その他		随意契約		D		成果進行型		11/14/18		納入場所		安西　妙子		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18006706		A18006706						11/16/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（10月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		282,688		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		11/1/18		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18004208		A18004208						12/25/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（11月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		182,139		茨城県		0293012239		その他		随意契約		D		成果進行型		12/14/18		納入場所		安西　妙子		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18006708		A18006708						12/17/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（11月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		269,257		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		12/3/18		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18004210		A18004210						1/25/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（12月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		185,760		茨城県		0293012239		その他		随意契約		D		成果進行型		1/15/19		納入場所		安西　妙子		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18006709		A18006709						1/18/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（12月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		263,687		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		1/4/19		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18004211		A18004211						2/25/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（1月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		204,272		茨城県		0293012239		その他		随意契約		D		成果進行型		2/13/19		納入場所		安西　妙子		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18006710		A18006710						2/15/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（1月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		336,450		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		2/1/19		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18004212		A18004212						3/25/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（2月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		203,544		茨城県		0293012239		その他		随意契約		D		成果進行型		3/13/19		納入場所		安西　妙子		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18006711		A18006711						3/18/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（2月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		303,770		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		3/1/19		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18004213		A18004213						4/25/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		J-PARC構成員に係る建物使用料（3月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		284,131		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		3/31/19		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18004214		A18004214						4/25/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		いばらき量子ビーム研究センターの電気料（3月分）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		190,650		茨城県		0293012239		その他		随意契約		D		成果進行型		3/31/19		納入場所		安西　妙子		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31050		A18006714		A18006714						4/18/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		長 チョウ		⑨		電力		J-PARC電気料（3月分）		運交金-J-PARC-光熱水料(一般)-電気料		0		0		96,742,107		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		供給		随意契約		D		期間進行型		3/29/19		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/19		物品		非対象その他				A0F01SDT15050		A18037366		A18037366						4/25/19		3/1/19		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（10月分）		運交金-J-PARC-光熱水料(29・J)-電気料		0		0		50,620,810		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		供給		随意契約		D		成果進行型		11/16/18		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/19		物品		非対象その他				A0F01XDJ13050		A18008209		A18008209						12/25/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（11月分）		運交金-J-PARC-光熱水料(29・J)-電気料		0		0		52,237,390		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		供給		随意契約		D		成果進行型		12/13/18		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/19		物品		非対象その他				A0F01XDJ13050		A18008210		A18008210						1/25/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（12月分）		運交金-J-PARC-光熱水料(29・J)-電気料		0		0		14,946,402		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		供給		随意契約		D		成果進行型		1/16/19		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/19		物品		非対象その他				A0F01XDJ13050		A18008211		A18008211						2/25/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		-		⑨		電力		電気料（3月分）		収見合-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		30,032,400		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A1E51SD105050		A18040904		A18040904		A17038060		複数年度契約/出来高払い		4/22/19		3/31/19		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（3月分）		収見合-機構共通-光熱水料(遅延損害金等・先端B)-電気料		0		0		15,671		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A1E51SD115050		A18040904		A18040904		A17038060		複数年度契約/出来高払い		4/22/19		3/31/19		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（4月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		161,127		㈱パネイル		05031897092		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		5/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A1E51SD204050		A18007815		A18007815		A17038060		複数年度契約/出来高払い		6/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		169,556		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		6/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A1E51SD204050		A18012329		A18012329		A17038060		複数年度契約/出来高払い		6/20/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（6月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		278,361		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		7/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A1E51SD204050		A18013796		A18013796		A17038060		複数年度契約/出来高払い		7/20/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		364,917		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		8/2/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A1E51SD204050		A18016185		A18016185		A17038060		複数年度契約/出来高払い		8/20/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（8月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		605,632		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		9/4/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A1E51SD204050		A18019061		A18019061		A17038060		複数年度契約/出来高払い		9/20/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		506,539		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		10/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A1E51SD204050		A18022462		A18022462		A17038060		複数年度契約/出来高払い		10/22/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（10月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		294,104		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		11/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A1E51SD204050		A18025487		A18025487		A17038060		複数年度契約/出来高払い		11/20/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		376,330		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		12/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A1E51SD204050		A18029016		A18029016		A17038060		複数年度契約/出来高払い		12/20/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（12月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		655,127		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		1/7/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A1E51SD204050		A18031867		A18031867		A17038060		複数年度契約/出来高払い		1/21/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		806,364		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		2/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A1E51SD204050		A18035907		A18035907		A17038060		複数年度契約/出来高払い		2/20/19		12/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（2月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		863,698		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A1E51SD204050		A18039820		A18039820		A17038060		複数年度契約/出来高払い		3/20/19		12/3/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		550,905		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A1E51SD204050		A18040904		A18040904		A17038060		複数年度契約/出来高払い		4/22/19		3/31/19		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（4月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		404,290		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		その他		随意契約		D		進行基準対象外		5/9/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A1E51SD211050		A18005557								5/21/18		4/2/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（5月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		502,924		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/7/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A1E51SD211050		A18009613								6/20/18		5/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（6月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		523,756		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		その他		随意契約		D		進行基準対象外		7/9/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A1E51SD211050		A18012851								7/20/18		6/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（7月1日～7月15日分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		211,142		(株)F-Power (自動引落)		0355448672		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/8/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		中小企業				A1E51SD211050		A18015971								8/20/18		7/2/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（7月16日～8月15日分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		334,770		東京電力エナジーパートナー（株）　（窓口払）		0120995332-2		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/28/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD211050		A18017292								9/3/18		7/2/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（8月16日～9月15日分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		305,501		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		進行基準対象外		9/26/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD211050		A18020064								9/28/18		9/3/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（9月16日～10月15日分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		279,795		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/26/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD211050		A18023437								10/30/18		9/3/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（10月16日～11月15日分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		407,151		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		進行基準対象外		11/26/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD211050		A18026553								11/30/18		10/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（11月16日～12月15日分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		581,724		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/26/18				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD211050		A18030171								12/28/18		11/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（12月16日～１月15日分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		426,688		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		進行基準対象外		1/25/19				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD211050		A18033201								1/31/19		12/3/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（1月16日～2月15日分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		750,599		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/26/19				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD211050		A18037345								2/28/19		1/4/19		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（2月16日～3月15日分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		637,546		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/28/19				横山　由香		久保　篤志		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD211050		A18040671								3/29/19		2/1/19		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（4月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		74,855		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		進行基準対象外		5/7/18		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD212050		A18003924		A18003924						5/10/18		4/2/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		94,154		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/4/18		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD212050		A18003926		A18003926						6/7/18		5/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（6月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		46,727		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		進行基準対象外		7/2/18		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD212050		A18006440		A18006440						7/6/18		6/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（7月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		40,193		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/1/18		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD212050		A18006442		A18006442						8/7/18		7/2/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（8月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		45,791		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		進行基準対象外		9/3/18		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD212050		A18014064		A18014064						9/6/18		8/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（9月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		42,409		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/3/18		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD212050		A18014066		A18014066						10/9/18		9/3/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（10月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		40,867		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/31/18		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD212050		A18018813		A18018813						11/6/18		10/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		43,799		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/3/18		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD212050		A18018814		A18018814						12/7/18		11/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（12月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		61,879		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		進行基準対象外		1/4/19		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD212050		A18018816		A18018816						1/11/19		12/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		48,891		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/4/19		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD212050		A18018819		A18018819						2/7/19		1/4/19		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（2月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		44,732		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/4/19		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD212050		A18018821		A18018821						3/8/19		2/1/19		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（3月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		61,235		東京電力エナジーパートナー（株）　（自動引落）		0120995332		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/19		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		大企業				A1E51SD212050		A18018823		A18018823						4/8/19		3/1/19		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（2月分）		収見合-機構共通-PF運転経費[産業利用促進日]-電気料		0		0		3,598,600		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A1E51SD971050		A18039820		A18039820		A17038060		複数年度契約/出来高払い		3/20/19		12/3/18		プロジェクト対象外

		-		⑨		電力		電気料（3月分）		収見合-機構共通-PF運転経費[産業利用促進日]-電気料		0		0		3,598,600		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		A1E51SD971050		A18040904		A18040904		A17038060		複数年度契約/出来高払い		4/22/19		3/31/19		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		雑収入-機構共通-[助]科研間接・機構共通-光熱水料		0		0		22,404,952		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		CCE51Dj010250		A18040904		A18040904		A17038060		複数年度契約/出来高払い		4/22/19		3/31/19		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		電気料（2月分）		雑収入-機構共通-科研間接・機構共通-光熱水料		0		0		60,000,000		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		CCE51Dk010250		A18039820		A18039820		A17038060		複数年度契約/出来高払い		3/20/19		12/3/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		雑収入-機構共通-科研間接・機構共通-光熱水料		0		0		78,492,144		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		CCE51Dk010250		A18040904		A18040904		A17038060		複数年度契約/出来高払い		4/22/19		3/31/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑨		電力		電気料（3月分）		雑収入-機構共通-その他収入-光熱水料		0		0		1,374,592		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		CCE51Dz010150		A18040904		A18040904		A17038060		複数年度契約/出来高払い		4/22/19		3/31/19		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		その他補助金等-放二-18H04 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		0		0		7,162,065		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		I0B12DH041650		A18040904		A18040904		A17038060		複数年度契約/出来高払い		4/22/19		3/31/19		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		電気料（4月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		26,096,575		㈱パネイル		05031897092		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		5/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		I1E51SD205050		A18007815		A18007815		A17038060		複数年度契約/出来高払い		6/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		電気料（5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		584,243,241		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		6/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		I1E51SD205050		A18012329		A18012329		A17038060		複数年度契約/出来高払い		6/20/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		電気料（6月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		639,721,883		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		7/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		I1E51SD205050		A18013796		A18013796		A17038060		複数年度契約/出来高払い		7/20/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		電気料（7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		392,454,638		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		8/2/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		I1E51SD205050		A18016185		A18016185		A17038060		複数年度契約/出来高払い		8/20/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		電気料（8月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		133,919,800		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		9/4/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		I1E51SD205050		A18019061		A18019061		A17038060		複数年度契約/出来高払い		9/20/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		電気料（9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		136,480,168		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		10/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		I1E51SD205050		A18022462		A18022462		A17038060		複数年度契約/出来高払い		10/22/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		電気料（10月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		136,238,291		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		11/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		I1E51SD205050		A18025487		A18025487		A17038060		複数年度契約/出来高払い		11/20/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		電気料（11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		215,888,828		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		12/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		I1E51SD205050		A18029016		A18029016		A17038060		複数年度契約/出来高払い		12/20/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		電気料（12月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		217,813,580		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		1/7/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		I1E51SD205050		A18031867		A18031867		A17038060		複数年度契約/出来高払い		1/21/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		電気料（1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		137,331,685		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		2/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		I1E51SD205050		A18035907		A18035907		A17038060		複数年度契約/出来高払い		2/20/19		12/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		電気料（2月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		56,599,292		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		I1E51SD205050		A18039820		A18039820		A17038060		複数年度契約/出来高払い		3/20/19		12/3/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		電気料（3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		0		0		21,184,984		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		I1E51SD205050		A18040904		A18040904		A17038060		複数年度契約/出来高払い		4/22/19		3/31/19		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		電気料（4月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(29・B)-電気料		0		0		466,057,000		㈱パネイル		05031897092		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		5/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		I1E51XDB23050		A18007815		A18007815		A17038060		複数年度契約/出来高払い		6/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		電気料（7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(29・B)-電気料		0		0		14,461,858		リコーリース（株）（契約は（株）パネイル）（自動引落）		05031897092-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		8/2/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/21		役務		大企業		12/25/12		I1E51XDB23050		A18016185		A18016185		A17038060		複数年度契約/出来高払い		8/20/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（4月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		189,064,455		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		供給		随意契約		D		進行基準対象外		5/17/18		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/19		物品		非対象その他				I1F01JDE13050		A18007800		A18007800						6/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（５月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		205,350,352		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		供給		随意契約		D		進行基準対象外		6/18/18		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/19		物品		非対象その他				I1F01JDE13050		A18007801		A18007801						7/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（６月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		255,983,712		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		供給		随意契約		D		進行基準対象外		7/17/18		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/19		物品		非対象その他				I1F01JDE13050		A18008198		A18008198						8/24/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（7月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		43,580,133		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		供給		随意契約		D		進行基準対象外		8/16/18		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/19		物品		非対象その他				I1F01JDE13050		A18008204		A18008204						9/25/18		8/16/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（8月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		58,354,080		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		供給		随意契約		D		進行基準対象外		9/18/18		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/19		物品		非対象その他				I1F01JDE13050		A18008205		A18008205						10/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（9月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		52,362,258		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/15/18		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/19		役務		非対象その他				I1F01JDE13050		A18008207		A18008207						11/22/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（12月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		36,227,675		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		供給		随意契約		D		進行基準対象外		1/16/19		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/19		物品		非対象その他				I1F01JDE13050		A18008211		A18008211						2/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（1月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		74,352,236		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		供給		随意契約		D		進行基準対象外		2/14/19		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/19		物品		非対象その他				I1F01JDE13050		A18008220		A18008220						3/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（2月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		193,244,831		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		供給		随意契約		D		進行基準対象外		3/13/19		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/19		物品		非対象その他				I1F01JDE13050		A18037364		A18037364						4/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑨		電力		J-PARC電気料（3月分）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		0		0		79,408,123		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		供給		随意契約		D		進行基準対象外		3/29/19		納入場所		鈴木　健太		久保　篤志		3/31/19		物品		非対象その他				I1F01JDE13050		A18037366		A18037366						4/25/19		3/1/19		プロジェクト対象外

				⑨電気代合計 デンキダイ ゴウケイ												5,353,645,937

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（2、3月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		45,684		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		期間進行型		4/19/18				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0E51SD207052		A18005347								5/1/18		4/2/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（4.5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		78,088		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		期間進行型		6/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A0E51SD207052		A18009656		A18009656		A18008745		出来高払い		6/6/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（6、7月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		47,057		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		期間進行型		8/10/18				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0E51SD207052		A18015948								8/28/18		6/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		193,065		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		期間進行型		8/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A0E51SD207052		A18016201		A18016201		A18008745		出来高払い		8/6/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		217,240		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		期間進行型		10/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A0E51SD207052		A18021122		A18021122		A18008745		出来高払い		10/9/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		46,548		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		期間進行型		10/12/18				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0E51SD207052		A18021937								10/29/18		8/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		35,314		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		期間進行型		12/12/18				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0E51SD207052		A18028599								12/28/18		10/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		144,213		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		期間進行型		12/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A0E51SD207052		A18028749		A18028749		A18008745		出来高払い		12/6/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		上水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		24,281		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		期間進行型		2/12/19				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0E51SD207052		A18035820								2/28/19		12/3/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		280,676		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		期間進行型		2/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A0E51SD207052		A18034925		A18034925		A18008745		出来高払い		2/6/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		264,024		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A0E51SD207052		A18040891		A18040891		A18008745		出来高払い		4/8/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（2、3月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		37,141		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		期間進行型		4/19/18				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0E51SD208053		A18005347								5/1/18		4/2/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（4.5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		9,233		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		期間進行型		6/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A0E51SD208053		A18009658		A18009658		A18008746		出来高払い		6/6/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（6、7月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		35,226		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		期間進行型		8/10/18				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0E51SD208053		A18015948								8/28/18		6/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		20,458		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		期間進行型		8/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A0E51SD208053		A18016202		A18016202		A18008746		出来高払い		8/6/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		66,532		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		期間進行型		10/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A0E51SD208053		A18021126		A18021126		A18008746		出来高払い		10/9/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		33,238		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		期間進行型		10/12/18				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0E51SD208053		A18021937								10/29/18		8/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		26,067		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		期間進行型		12/12/18				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0E51SD208053		A18028599								12/28/18		10/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		52,979		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		一般競争契約		D		期間進行型		12/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A0E51SD208053		A18028750		A18028750		A18008746		出来高払い		12/6/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		下水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		17,810		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		期間進行型		2/12/19				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A0E51SD208053		A18035820								2/28/19		12/3/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		38,842		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		期間進行型		2/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A0E51SD208053		A18034927		A18034927		A18008746		出来高払い		2/6/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		31,215		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A0E51SD208053		A18040892		A18040892		A18008746		出来高払い		4/8/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		上水道		上下水道料（4,5月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,732		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		成果進行型		6/13/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDAc1052		A18004301		A18004301						6/28/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		下水道		上下水道料（4,5月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,370		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		成果進行型		6/13/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDAc1053		A18004301		A18004301						6/28/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		下水道		上下水道料（6,7月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,370		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		成果進行型		8/8/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDAc1053		A18004302		A18004302						8/28/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		上水道		上下水道料（6,7月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,948		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		成果進行型		8/8/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDAc1052		A18004302		A18004302						8/28/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		上水道		上下水道料（8,9月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,948		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		成果進行型		10/11/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDAc1052		A18004304		A18004304						10/29/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		下水道		上下水道料（8,9月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,370		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		成果進行型		10/11/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDAc1053		A18004304		A18004304						10/29/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		下水道		上下水道料（10,11月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,370		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		成果進行型		12/11/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDAc1053		A18004305		A18004305						12/28/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		上水道		上下水道料（10,11月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,948		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		成果進行型		12/11/18		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDAc1052		A18004305		A18004305						12/28/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		下水道		上下水道料（12,1月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,370		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		成果進行型		2/8/19		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDAc1053		A18004307		A18004307						2/28/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		上水道		上下水道料（12,1月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,948		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		成果進行型		2/8/19		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDAc1052		A18004307		A18004307						2/28/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		上水道		上下水道料（2,3月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,948		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		成果進行型		3/31/19		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDAc1052		A18004308		A18004308						5/7/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		下水道		上下水道料（2,3月分）パークサイドリラA202		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		0		0		2,370		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		成果進行型		3/31/19		納入場所		安西　妙子		藤井　芳昭		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDAc1053		A18004308		A18004308						5/7/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（４月分）一式		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		5,609		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		5/1/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31052		A18004021		A18004021						6/25/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（5月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		5,928		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		6/1/18		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31052		A18004201		A18004201						7/25/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（6月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		4,050		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		7/2/18		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31052		A18004202		A18004202						8/24/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（7月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		4,111		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		8/1/18		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31052		A18004204		A18004204						9/25/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（8月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		4,964		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		9/3/18		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31052		A18004205		A18004205						10/25/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（9月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		3,504		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		10/1/18		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31052		A18004207		A18004207						11/22/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（10月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		5,264		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		11/1/18		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31052		A18004208		A18004208						12/25/18		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（11月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		6,769		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		12/3/18		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31052		A18004210		A18004210						1/25/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（12月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		6,711		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		1/4/19		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31052		A18004211		A18004211						2/25/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（1月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		10,423		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		2/1/19		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31052		A18004212		A18004212						3/25/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（2月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		9,721		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		3/1/19		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31052		A18004213		A18004213						4/25/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		P		⑩		上水道		J-PARC構成員に係る建物使用料（3月）		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		0		0		9,714		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		成果進行型		3/31/19		納入場所		安西　妙子		和田　恵里子		3/31/19		役務		非対象その他				A0F01JDE31052		A18004214		A18004214						4/25/19		4/1/18		大強度陽子加速器による実験研究

		-		⑩		上水道		上水道料（4.5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		327,950		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A1E51SD204052		A18009656		A18009656		A18008745		出来高払い		6/6/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		下水道		下水道料（4.5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		186,450		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A1E51SD204053		A18009658		A18009658		A18008746		出来高払い		6/6/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		535,215		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A1E51SD204052		A18016201		A18016201		A18008745		出来高払い		8/6/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		258,959		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A1E51SD204053		A18016202		A18016202		A18008746		出来高払い		8/6/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		383,481		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A1E51SD204052		A18021122		A18021122		A18008745		出来高払い		10/9/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		177,990		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A1E51SD204053		A18021126		A18021126		A18008746		出来高払い		10/9/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		531,264		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A1E51SD204052		A18028749		A18028749		A18008745		出来高払い		12/6/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		245,172		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		12/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A1E51SD204053		A18028750		A18028750		A18008746		出来高払い		12/6/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		405,879		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A1E51SD204052		A18034925		A18034925		A18008745		出来高払い		2/6/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		190,008		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A1E51SD204053		A18034927		A18034927		A18008746		出来高払い		2/6/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		622,264		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A1E51SD204052		A18040891		A18040891		A18008745		出来高払い		4/8/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		294,061		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				A1E51SD204053		A18040892		A18040892		A18008746		出来高払い		4/8/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		上水道		上下水道料（2、3月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		180,036		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		進行基準対象外		4/19/18				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD211052		A18005347								5/1/18		4/2/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		下水道		上下水道料（2、3月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		146,369		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		進行基準対象外		4/19/18				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD211053		A18005347								5/1/18		4/2/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		上水道		上下水道料（4、5月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		145,571		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/12/18				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD211052		A18010250								6/28/18		4/2/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		下水道		上下水道料（4、5月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		117,325		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/12/18				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD211053		A18010250								6/28/18		4/2/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		下水道		上下水道料（6、7月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		111,282		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/10/18				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD211053		A18015948								8/28/18		6/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		上水道		上下水道料（6、7月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		149,650		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/10/18				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD211052		A18015948								8/28/18		6/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		下水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		44,862		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/12/18				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD211053		A18021937								10/29/18		8/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		上水道		上下水道料（8、9月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		62,829		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/12/18				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD211052		A18021937								10/29/18		8/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		上水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		136,276		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/12/18				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD211052		A18028599								12/28/18		10/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		下水道		上下水道料（10、11月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		100,593		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/12/18				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD211053		A18028599								12/28/18		10/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		下水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		95,710		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/12/19				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD211053		A18035820								2/28/19		12/3/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		上水道		上下水道料（12、1月分）東海キャンパス		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		0		0		130,483		東海村水道事業　東海村長　山田修（自動引落）		0292821711-1		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/12/19				横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD211052		A18035820								2/28/19		12/3/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		下水道		上下水道料（2、3月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		24,192		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		その他		随意契約		D		進行基準対象外		4/26/18		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD212053		A18003912		A18003912						5/23/18		4/2/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		上水道		上下水道料（2、3月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		30,408		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		その他		随意契約		D		進行基準対象外		4/26/18		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD212052		A18003912		A18003912						5/23/18		4/2/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		上水道		上下水道料（4、5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		27,816		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		その他		随意契約		D		進行基準対象外		7/5/18		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD212052		A18003922		A18003922						7/23/18		4/2/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		下水道		上下水道料（4、5月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		21,924		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		その他		随意契約		D		進行基準対象外		7/5/18		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD212053		A18003922		A18003922						7/23/18		4/2/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		下水道		上下水道料（6、7月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		15,120		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/28/18		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD212053		A18014054		A18014054						9/25/18		6/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		上水道		上下水道料（6、7月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		19,005		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/28/18		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD212052		A18014054		A18014054						9/25/18		6/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		上水道		上下水道料（8、9月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		19,005		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/26/18		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD212052		A18014057		A18014057						11/26/18		8/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		下水道		上下水道料（8、9月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		15,120		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/26/18		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD212053		A18014057		A18014057						11/26/18		8/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		下水道		上下水道料（10、11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		15,120		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/26/18		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD212053		A18014059		A18014059						1/23/19		10/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		上水道		上下水道料（10、11月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		19,005		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/26/18		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD212052		A18014059		A18014059						1/23/19		10/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		下水道		上下水道料（12、1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		22,550		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/26/19		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD212053		A18014060		A18014060						3/25/19		12/3/18		プロジェクト対象外

		-		⑩		上水道		上下水道料（12、1月分）みの内住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		0		0		28,293		那珂市上下水道部　（自動引落）		0292961941		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/26/19		納入場所		横山　由香		塙　正広		3/31/19		役務		非対象その他				A1E51SD212052		A18014060		A18014060						3/25/19		12/3/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		上水道		上水道料（4.5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		7,382,605		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				I1E51SD207052		A18009656		A18009656		A18008745		出来高払い		6/6/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		上水道		上水道料（6.7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		12,397,608		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				I1E51SD207052		A18016201		A18016201		A18008745		出来高払い		8/6/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		上水道		上水道料（8.9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		5,243,591		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				I1E51SD207052		A18021122		A18021122		A18008745		出来高払い		10/9/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		上水道		上水道料（10.11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		4,750,875		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				I1E51SD207052		A18028749		A18028749		A18008745		出来高払い		12/6/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		上水道		上水道料（12.1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		5,964,193		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				I1E51SD207052		A18034925		A18034925		A18008745		出来高払い		2/6/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		上水道		上水道料（2.3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-上水道料		0		0		6,840,464		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				I1E51SD207052		A18040891		A18040891		A18008745		出来高払い		4/8/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		下水道		下水道料（4.5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		2,057,209		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		6/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				I1E51SD208053		A18009658		A18009658		A18008746		出来高払い		6/6/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		下水道		下水道料（6.7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		2,017,797		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				I1E51SD208053		A18016202		A18016202		A18008746		出来高払い		8/6/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		下水道		下水道料（8.9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		1,594,232		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				I1E51SD208053		A18021126		A18021126		A18008746		出来高払い		10/9/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		下水道		下水道料（10.11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		1,711,027		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		12/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				I1E51SD208053		A18028750		A18028750		A18008746		出来高払い		12/6/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		下水道		下水道料（12.1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		931,448		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				I1E51SD208053		A18034927		A18034927		A18008746		出来高払い		2/6/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		下水道		下水道料（2.3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-下水道料		0		0		1,008,362		つくば市水道部　(自動引落）		0298512811		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		3/31/19		役務		その他				I1E51SD208053		A18040892		A18040892		A18008746		出来高払い		4/8/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道（4月）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		96,592		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		進行基準対象外		5/24/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/19		役務		非対象その他				I1F01JDE15052		A18007676		A18007676						6/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道（5月）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		99,289		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		進行基準対象外		7/2/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/19		役務		非対象その他				I1F01JDE15052		A18007687		A18007687						7/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道（6月）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		98,308		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		進行基準対象外		7/27/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/19		役務		非対象その他				I1F01JDE15052		A18007707		A18007707						8/24/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道（7月）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		101,741		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		進行基準対象外		8/27/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/19		役務		非対象その他				I1F01JDE15052		A18007709		A18007709						9/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道（8月）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		135,327		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		進行基準対象外		9/27/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/19		役務		非対象その他				I1F01JDE15052		A18007710		A18007710						10/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道（9月）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		147,585		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		進行基準対象外		10/25/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/19		役務		非対象その他				I1F01JDE15052		A18007713		A18007713						11/22/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道（10月）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		176,024		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		進行基準対象外		11/21/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/19		役務		非対象その他				I1F01JDE15052		A18007714		A18007714						12/25/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道（11月）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		126,746		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		進行基準対象外		12/25/18		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/19		役務		非対象その他				I1F01JDE15052		A18007715		A18007715						1/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道（12月）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		102,476		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		進行基準対象外		1/21/19		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/19		役務		非対象その他				I1F01JDE15052		A18007717		A18007717						2/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道（1月）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		208,630		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		進行基準対象外		2/26/19		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/19		役務		非対象その他				I1F01JDE15052		A18007719		A18007719						3/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道（2月）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		149,056		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/20/19		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/19		役務		非対象その他				I1F01JDE15052		A18007720		A18007720						4/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑩		上水道		J-PARC上水道（3月）		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		0		0		162,050		国立研究開発法人日本原子力研究開発機構		0292825704		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/19		納入場所		安西　妙子		久保　篤志		3/31/19		役務		非対象その他				I1F01JDE15052		A18007721		A18007721						4/25/19		4/1/18		プロジェクト対象外

				⑩上下水道代合計 ジョウゲ スイドウ ダイ ゴウケイ												61,193,863

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		48,932		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		期間進行型		5/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				A0E51SD206051		A18008032		A18008032		A15023607		複数年度契約/出来高払い		5/15/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		59,066		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		期間進行型		6/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				A0E51SD206051		A18009914		A18009914		A15023607		複数年度契約/出来高払い		6/15/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		76,704		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		期間進行型		7/2/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				A0E51SD206051		A18012841		A18012841		A15023607		複数年度契約/出来高払い		7/17/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		203,669		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		期間進行型		8/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				A0E51SD206051		A18016199		A18016199		A15023607		複数年度契約/出来高払い		8/15/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		180,270		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		期間進行型		9/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				A0E51SD206051		A18018684		A18018684		A15023607		複数年度契約/出来高払い		9/18/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		105,343		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		期間進行型		10/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				A0E51SD206051		A18022461		A18022461		A15023607		複数年度契約/出来高払い		10/15/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		44,046		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		期間進行型		11/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				A0E51SD206051		A18024988		A18024988		A15023607		複数年度契約/出来高払い		11/15/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（11月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		24,275		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		期間進行型		12/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				A0E51SD206051		A18028752		A18028752		A15023607		複数年度契約/出来高払い		12/17/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（12月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		26,792		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		期間進行型		1/4/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				A0E51SD206051		A18031783		A18031783		A15023607		複数年度契約/出来高払い		1/15/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（1月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		30,785		東日本ガス(株)　（自動引落）		0120036554-1		その他		一般競争契約		D		期間進行型		2/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/19		役務		みなし大企業				A0E51SD206051		A18034924		A18034924		A18023493		複数年度契約/出来高払い		2/26/19		10/25/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（2月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		32,037		東日本ガス(株)　（自動引落）		0120036554-1		その他		一般競争契約		D		期間進行型		3/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/19		役務		みなし大企業				A0E51SD206051		A18038762		A18038762		A18023493		複数年度契約/出来高払い		3/26/19		10/25/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑪		ガス		一般ガス使用料（3月分）		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		30,096		東日本ガス(株)　（自動引落）		0120036554-1		その他		一般競争契約		D		期間進行型		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/19		役務		みなし大企業				A0E51SD206051		A18040890		A18040890		A18023493		複数年度契約/出来高払い		4/26/19		12/25/18		プロジェクト対象外

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		45,713		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		5/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				A1E51SD204051		A18008032		A18008032		A15023607		複数年度契約/出来高払い		5/15/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		80,583		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		6/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				A1E51SD204051		A18009914		A18009914		A15023607		複数年度契約/出来高払い		6/15/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		98,159		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		7/2/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				A1E51SD204051		A18012841		A18012841		A15023607		複数年度契約/出来高払い		7/17/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		31,299		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		8/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				A1E51SD204051		A18016199		A18016199		A15023607		複数年度契約/出来高払い		8/15/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		45,949		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		9/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				A1E51SD204051		A18018684		A18018684		A15023607		複数年度契約/出来高払い		9/18/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		34,082		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		10/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				A1E51SD204051		A18022461		A18022461		A15023607		複数年度契約/出来高払い		10/15/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		56,865		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		11/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				A1E51SD204051		A18024988		A18024988		A15023607		複数年度契約/出来高払い		11/15/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（11月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		105,559		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		12/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				A1E51SD204051		A18028752		A18028752		A15023607		複数年度契約/出来高払い		12/17/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（12月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		153,735		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		1/4/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				A1E51SD204051		A18031783		A18031783		A15023607		複数年度契約/出来高払い		1/15/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（1月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		80,309		東日本ガス(株)　（自動引落）		0120036554-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		2/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/19		役務		みなし大企業				A1E51SD204051		A18034924		A18034924		A18023493		複数年度契約/出来高払い		2/26/19		10/25/18		プロジェクト対象外

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（2月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		188,511		東日本ガス(株)　（自動引落）		0120036554-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/19		役務		みなし大企業				A1E51SD204051		A18038762		A18038762		A18023493		複数年度契約/出来高払い		3/26/19		10/25/18		プロジェクト対象外

		-		⑪		ガス		一般ガス使用料（3月分）		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		0		0		177,026		東日本ガス(株)　（自動引落）		0120036554-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/19		役務		みなし大企業				A1E51SD204051		A18040890		A18040890		A18023493		複数年度契約/出来高払い		4/26/19		12/25/18		プロジェクト対象外

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（4月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		7,559,702		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		5/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				I1E51SD206051		A18008032		A18008032		A15023607		複数年度契約/出来高払い		5/15/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（5月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		14,211,247		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		6/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				I1E51SD206051		A18009914		A18009914		A15023607		複数年度契約/出来高払い		6/15/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（6月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		15,697,349		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		7/2/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				I1E51SD206051		A18012841		A18012841		A15023607		複数年度契約/出来高払い		7/17/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（7月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		14,695,419		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		8/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				I1E51SD206051		A18016199		A18016199		A15023607		複数年度契約/出来高払い		8/15/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（8月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		7,763,905		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		9/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				I1E51SD206051		A18018684		A18018684		A15023607		複数年度契約/出来高払い		9/18/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（9月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		6,119,866		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		10/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				I1E51SD206051		A18022461		A18022461		A15023607		複数年度契約/出来高払い		10/15/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（10月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		6,641,855		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		11/1/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				I1E51SD206051		A18024988		A18024988		A15023607		複数年度契約/出来高払い		11/15/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（11月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		10,859,188		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		12/3/18		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				I1E51SD206051		A18028752		A18028752		A15023607		複数年度契約/出来高払い		12/17/18		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（12月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		8,292,958		東京ガス（株）（自動引落）		0298573187		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		1/4/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/18		役務		大企業				I1E51SD206051		A18031783		A18031783		A15023607		複数年度契約/出来高払い		1/15/19		4/1/18		プロジェクト対象外

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（1月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		3,783,268		東日本ガス(株)　（自動引落）		0120036554-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		2/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/19		役務		みなし大企業				I1E51SD206051		A18034924		A18034924		A18023493		複数年度契約/出来高払い		2/26/19		10/25/18		プロジェクト対象外

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（2月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		887,155		東日本ガス(株)　（自動引落）		0120036554-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/1/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/19		役務		みなし大企業				I1E51SD206051		A18038762		A18038762		A18023493		複数年度契約/出来高払い		3/26/19		10/25/18		プロジェクト対象外

		P		⑪		ガス		一般ガス使用料（3月分）		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		0		0		363,413		東日本ガス(株)　（自動引落）		0120036554-1		その他		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/31/19		納入場所		伊藤　春美		伊藤　春美		12/28/19		役務		みなし大企業				I1E51SD206051		A18040890		A18040890		A18023493		複数年度契約/出来高払い		4/26/19		12/25/18		プロジェクト対象外

				⑪ガス代合計 ミチヨ ゴウケイ												98,835,130

		長 チョウ		⑫補 ホ		他委託		高エネ研南特高変電棟新営工事監理業務		施設整備-施設部-[大穂]ライフライン再生[特高]-付帯事務費		0		0		824,000		(株)友水設計		0299244473		その他		随意契約		D		進行基準対象外		3/31/19				廣瀬　欽一		峯　秀介		3/31/19		役務		中小企業				E0E31D0100278		A18031370				A18027703		複数年度契約		3/25/19		12/4/18		プロジェクト対象外

				⑫新増改築費合計（補助金） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ ホジョキン												824,000

		P		⑫自 ジ		構築物		高エネ研計算機南棟西側駐輪場取設その他工事		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		0		0		1,242,000		(株)カタオカエンジニアリング		0298808008		工事		随意契約		E		期間進行型		3/14/19				廣瀬　欽一		前田　裕文		3/15/19		工事		中小企業				A0D12SD081104		A18023700		A18023700						3/25/19		11/30/18		プロジェクト対象外

		-		⑫自 ジ		建物		【資産振替】高エネ研（東海）ヘリウムカードル置場外壁取設工事　他１件		収見合-J-PARC-低温経費-物件費		0		0		7,452,000										D		進行基準対象外																		A1F01SDD41002		593140										3/14/19		プロジェクト対象外

		-		⑫自 ジ		付設備		【資産振替】高エネ研（東海）ヘリウムカードル置場自動火災報知設備他取設工事		収見合-J-PARC-低温経費-物件費		0		0		798,120		金沢産業（株）		0294342411-1		工事				D		進行基準対象外														中小企業				A1F01SDD41003		0000593914-02										8/9/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑫自 ジ		他委託		高エネ研南特高変電棟新営工事監理業務		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		0		0		274,000		(株)友水設計		0299244473		その他		随意契約		D		期間進行型		3/31/19				廣瀬　欽一		峯　秀介		3/31/19		役務		中小企業				A0E31SD811078		A18031370				A18027703		複数年度契約		3/25/19		12/4/18		プロジェクト対象外

				⑫新増改築費合計（自己資金等） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ ジコ シキン トウ				全体 ゼンタイ								9,766,120

								内、運交金 ウチ ウンコウキン								1,516,000

								内、授業料収入 ウチ ジュギョウリョウ シュウニュウ								0

								内、目的積立金 ウチ モクテキ ツミタテキン								0





				⑫新増改築費合計（営繕費） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ エイゼン ヒ												0



		P		⑬補 ホ		付設備		高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟電子顕微鏡室構造生物ネットワーク用光ファイバーケーブル取設工事		その他補助金等-放二-18H04 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-設備備品費		0		0		2,786,400		常伸電通システム（株）		0298242757		工事		随意契約（第七号）		D		進行基準対象外		2/12/19				城野　雅明		山田　悠介		1/31/19		工事		中小企業				I0B12DH040703		A18019224		A18019224						2/25/19		11/21/18		プロジェクト対象外

		P		⑬補 ホ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟１階ホット機械室排気設備等改修工事		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		0		0		3,072,600		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/22/19				城野　雅明		小川　一弘		3/20/19		工事		大企業				I1F01JDC1186F		A18026078								4/25/19		11/22/18		プロジェクト対象外

				⑬改修費合計（補助金） カイシュウ ヒ ゴウケイ ホジョキン												5,859,000

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研電子陽電子入射器棟Ｍ３機械室排風機（Ｍ３－ＲＦＵ－１）更新工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		4,147,200		（株）楠原管工業		0296242445		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		10/31/18				江口　洋		清岡　翔吾		10/31/18		工事		中小企業				E0E31D020016F		A18005325		A18005325						11/22/18		6/15/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟スーパーホット機械室系空調機（ＡＣＵ－ＮＭ３－２）冷水配管改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		953,640		㈱タケムラ		0294531711		工事		随意契約		D		進行基準対象外		10/15/18				江口　洋		小川　一弘		10/12/18		工事		中小企業				E0E31D020016F		A18014367		A18014367						10/25/18		7/25/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟自動火災報知設備用配線他改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		233,280		西山電気（株）		0334440101		工事		随意契約		D		進行基準対象外		12/21/18				江口　洋		千田　謙太郎		12/21/18		工事		中小企業				E0E31D020016F		A18014545		A18014545						1/25/19		7/27/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟放射線汚染検査室床改修その他工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		10,444,680		東康建設工業（株）		0292822626		工事		随意契約（第七号）		D		進行基準対象外		1/18/19				城野　雅明		赤池　健		1/25/19		工事		中小企業				E0E31D020016F		A18006854-02		A18006854-02						2/25/19		7/3/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟１階ホット機械室排気設備等改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		5,999,400		日本空調サービス（株）筑波支店		0298518011		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/22/19				城野　雅明		小川　一弘		3/20/19		工事		大企業				E0E31D020016F		A18026078								4/25/19		11/22/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研研究本館サブ変電所Ｓ‐１３高圧切替盤更新工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		4,104,000		メイデン（株）		0297622509		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/14/19				城野　雅明		藤田　啓嗣		3/15/19		工事		中小企業				E0E31D020016F		A18023243		A18023243						3/25/19		12/4/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＫＥＫＢ北側屋外配管架台塗装改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		9,396,000		美野里塗防工業（株）		0299470084		工事		一般競争契約		D		進行基準対象外		3/25/19				城野　雅明		赤池　健		3/22/19		工事		中小企業				E0E31D020016F		A18024092		A18024092						4/25/19		12/10/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑬営 エイ		構築物		【資産振替】高エネ研（東海）ニュートリノ第３設備棟放射線汚染検査室床改修その他工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		2,137,320		東康建設工業（株）		0292822626		工事				D		進行基準対象外														中小企業				E0E31D0200104		585208										5/17/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研日光実験棟機械室冷水二次ポンプ更新工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		1,166,400		㈱ショウテック　つくば営業所		0298461741		工事		随意契約		D		進行基準対象外		3/22/19				廣瀬　欽一		清岡　翔吾		3/22/19		工事		中小企業		3/3/92		E0E31D020016F		A18032772		A18032772						4/25/19		2/4/19		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑬営 エイ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ実験準備棟屋根防水改修工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		0		0		1,418,080		太陽テクニカル（有）		0298392550		工事		随意契約		D		進行基準対象外		3/22/19				廣瀬　欽一		山内　真也		3/25/19		工事		中小企業				E0E31D020016F		A18034973								4/25/19		2/5/19		プロジェクト対象外

				⑬改修費合計（営繕費） カイシュウ ヒ ゴウケイ エイゼン ヒ												40,000,000

		P		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館２３５室間仕切取設工事		運交金-放一・二-放射光(一般)-PF共通		0		0		861,840		古谷建設（株）		0297351456		工事		随意契約		C		期間進行型		4/24/18				江口　洋		足立　伸一		5/10/18		工事		中小企業				A0B10SD08106F		A18000535		A18000535						5/25/18		4/3/18		プロジェクト対象外

		P		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館２３５室全熱交換器取設工事		運交金-放一・二-放射光(一般)-PF共通		0		0		91,800		カンキ工業（有）		0298855110		工事		随意契約		C		期間進行型		5/11/18				江口　洋		足立　伸一		5/11/18		工事		中小企業				A0B10SD08106F		A18000538		A18000538						5/25/18		4/5/18		プロジェクト対象外

		P		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研４号館２３５室電気設備改修その他工事		運交金-放一・二-放射光(一般)-PF共通		0		0		154,980		メイデン（株）		0297622509		工事		随意契約		C		期間進行型		5/8/18				江口　洋		福島　裕隆		4/27/18		工事		中小企業				A0B10SD08106F		A18003628								5/25/18		4/16/18		プロジェクト対象外

		-		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設２号棟３階洗濯室機械設備改修工事		運交金-機構共通-ﾄﾞﾐﾄﾘｰ浴室改修費[裁量]-設備等更新・改修費		0		0		347,760		（有）佐藤管理工業		0298234047		工事		随意契約		D		期間進行型		2/20/19				城野　雅明		塚田　昌稔		2/20/19		工事		中小企業				A0E51SDTg116F		A18026195		A18026195						3/25/19		12/10/18		プロジェクト対象外

		-		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設２号棟３階洗濯室電気設備改修工事		運交金-機構共通-ﾄﾞﾐﾄﾘｰ浴室改修費[裁量]-設備等更新・改修費		0		0		210,600		メイデン（株）		0297622509		工事		随意契約		D		期間進行型		2/13/19				城野　雅明		塚田　昌稔		2/15/19		工事		中小企業				A0E51SDTg116F		A18026194		A18026194						3/25/19		1/10/19		プロジェクト対象外

		-		⑬自 ジ		建物		高エネ研共同利用研究者宿泊施設２号棟３階洗濯室取設工事		運交金-機構共通-ﾄﾞﾐﾄﾘｰ浴室改修費[裁量]-設備等更新・改修費		0		0		925,020		古谷建設（株）		0297351456		工事		随意契約		D		期間進行型		3/19/19				城野　雅明		塚田　昌稔		3/15/19		工事		中小企業				A0E51SDTg1102		A18026189		A18026189						4/25/19		12/27/18		プロジェクト対象外

		-		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研共同利用研究者宿泊施設２号棟３階洗濯室取設工事		運交金-機構共通-ﾄﾞﾐﾄﾘｰ浴室改修費[裁量]-設備等更新・改修費		0		0		46,980		古谷建設（株）		0297351456		工事		随意契約		D		期間進行型		3/19/19				城野　雅明		塚田　昌稔		3/15/19		工事		中小企業				A0E51SDTg116F		A18026189		A18026189						4/25/19		12/27/18		プロジェクト対象外

		長 チョウ		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＰＦ－ＡＲ実験準備棟屋根防水改修工事		運交金-施設部-老朽化施設再生(一般)-物件費		0		0		925,520		太陽テクニカル（有）		0298392550		工事		随意契約		D		期間進行型		3/22/19				廣瀬　欽一		山内　真也		3/25/19		工事		中小企業				A0E31SDT3106F		A18034973								4/25/19		2/5/19		プロジェクト対象外

		P		⑬自 ジ		付設備		高エネ研超電導加速器利用促進化推進棟大型クリーンルーム等火災報知器設備取設その他工事		運交金-加施設長-COI整備費(一般)-物件費		0		0		750,897		メイデン（株）		0297622509		工事		随意契約		C		期間進行型		11/22/18				城野　雅明		早野　仁司		11/22/18		工事		中小企業				A0C01SDT11003		A18015552		A18015552						12/25/18		10/5/18		プロジェクト対象外

		P		⑬自 ジ		建物及び附帯設備修繕費		高エネ研ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟電磁石実験準備室実験盤取設工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-施設工事		0		0		1,370,520		メイデン（株）		0297622509		工事		随意契約		D		成果進行型		11/16/18				廣瀬　欽一		豊島　章雄		11/16/18		工事		中小企業				A0B10PD02146F		A18012542		A18012542						12/25/18		9/21/18		放射光施設による実験研究

		P		⑬自 ジ		付設備		高エネ研ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟電磁石実験準備室空調機取設工事		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-施設工事		0		0		2,916,000		山田空調設備（株）		0298316050		工事		一般競争契約		D		成果進行型		12/3/18				江口　洋		豊島　章雄		11/30/18		工事		中小企業				A0B10PD021403		A18012537		A18012537						12/25/18		10/2/18		放射光施設による実験研究

				⑬改修費合計（自己資金等） カイシュウ ヒ ゴウケイ ジコ シキン トウ				全体 ゼンタイ								8,601,917

								内、運交金 ウチ ウンコウキン								8,601,917

								内、授業料収入 ウチ ジュギョウリョウ シュウニュウ								0

								内、目的積立金 ウチ モクテキ ツミタテキン								0
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×まとめ

				平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド						平成26年度 ヘイセイ ネンド				平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド				平成29年度 ヘイセイ ネンド						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド								平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド												平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

		①修繕費合計（一般）		261,205,947		293,955,416		175,552,465		294,415,334				運交金(復旧・復興)-加三・四-冷却水設備-KEKB		94,608,000		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用-共通(PF推)		1,339,200		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		896,400		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		11,404,800				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		4,906,052,337		2,804,460,348		1,501,508,108		1,574,660,858				②　点検保守費 テンケン ホシュ ヒ				403,595,146		446,426,169		420,906,003		323,031,473										長寿命化 チョウジュミョウ カ		3,037,749,722		1,502,470,510		621,920,622		1,550,514,275		1,678,163,782

		①修繕費合計（特殊） シュウゼンヒ ゴウケイ		31,277,880		45,822,240		13,903,588		73,286,640				運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		2,411,640		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		504,433,094		先端研究推進費-施設部-S-KEKB関連設備(B)-物件費		1,879,200		先端研究推進費-素核研-Belle(B)-物件費・シリコン検出器		76,680				運営費交付金（復旧・復興） ウンエイヒ コウフキン フッキュウ フッコウ		114,372,000		12,960,000		0		0						運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		402,933,646		421,368,184		413,785,023		301,804,721		301,804,721								プロジェクト		3,331,802,048		5,368,509,678		5,533,915,832		5,261,441,438		4,873,917,249

		②点検保守費合計（一般） テンケン ホシュ ヒ ゴウケイ		203,228,926		202,751,709		205,352,043		174,610,313				運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-シスコミ		1,391,040		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-上水道料		8,192,890		先端研究推進費-施設部-PF関連設備（PF)-物件費		766,800		先端研究推進費-素核研-Belle(B)-物件費・IR		25,920				先端研究推進費 センタン ケンキュウ スイシンヒ		0		3,738,730,655		4,465,356,953		4,339,100,323						収見合		661,500		16,214,945		478,980		163,296										長寿命化平均値 チョウジュミョウカ ヘイキンチ		1,678,163,782		1,678,163,782		1,678,163,782		1,678,163,782

		②点検保守費合計（特殊） テンケン ホシュ ヒ ゴウケイ トクシュ		200,366,220		243,674,460		215,553,960		187,488,540				運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-モニタ		949,320		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-ガス料		42,618,733		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-電気料		647,545,087		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		2,095,896,894				施設整備費補助金 シセツ セイビヒ ホジョキン		854,395,790		206,616,880		47,890,000		773,129,074						先端研究推進費 センタン ケンキュウ スイシンヒ				7,883,460		6,642,000		21,063,456										プロジェクト平均値 ヘイキンチ		4,873,917,249		4,873,917,249		4,873,917,249		4,873,917,249

		③運転監視費合計 ウンテン カンシ ヒ ゴウケイ		452,563,200		478,828,800		8,252,400		8,209,200				運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-入出射		842,400		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J推)-電気料		58,814,761		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-上水道料		8,092,250		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-上水道料		23,267,809				収見合		262,191,949		134,956,957		117,067,639		67,393,614						その他補助金 タ ホジョキン				959,580																6,369,551,770		6,870,980,188		6,155,836,454		6,811,955,713

		③運転監視費合計(特殊) ウンテン カンシ ヒ ゴウケイ トクシュ						472,196,400		406,251,600				運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費・一次ライン		5,077,944						先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-下水道料		4,811,083		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-下水道料		10,955,689				受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		0		28,074,379		45,381,595		0				①　修繕費 シュウゼンヒ				318,297,427		339,777,656		189,456,053		406,769,354

		④廃棄物処分費合計（一般） ハイキブツ ショブン ヒ ゴウケイ イッパン		6,400,810		11,231,881		5,711,005		8,452,423				運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		180,943,146		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		1,438,181,711		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J)-電気料		65,929,628		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		95,762,062				雑収入 ザツシュウニュウ		0		17,855,936		32,717,017		130,464,973						運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		266,884,857		237,776,012		165,276,905		363,426,446										対象外 タイショウガイ		183,816,583		74,000,618		79,949,097		82,914,937

		④廃棄物処分費合計（特殊） ハイキブツ ショブン ヒ ゴウケイ トクシュ		26,961,011		19,743,876		75,101,142		12,972,324				運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		5,099,436		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-上水道料		12,122,819		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J)-上水道料		676,091		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-超伝導マグネット		394,200				共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		2,922,089		13,930,930		0						施設整備費 シセツ セイビヒ		40,177,600		35,430,600		128,520

		⑤緑地管理費合計 リョクチ カンリヒ ゴウケイ		42,331,680		50,196,580		50,983,884		42,010,920				運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		110,676,996		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-下水道料		6,475,450		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J)-下水道料		463,668		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-モニター		367,200				目的積立金 モクテキ ツミタテキン		73,425,000		37,669,242		11,933,309		0						収見合		11,234,970		33,700,704		7,641,000		8,939,268								62,592		長寿命化 　㎡/円 チョウジュミョウ カ エン		48,500		24,000		9,900		24,800		26,800

		⑥校地維持費合計 コウチ イジヒ ゴウケイ		13,359,060		31,981,230		15,957,000		8,425,080				運交金-加五-リニアック(B運営)-加速管1		982,800		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		63,206,532		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-電気料		1,901,841,321		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-マグネット		173,880				その他補助金等 タ ホジョキン トウ		342,931,277		0		0		10,121,808						雑収入 ザッシュウニュウ				241,920		3,516,588		959,040								166,298		プロジェクト 　㎡/円		20,000		32,300		33,300		31,600		29,300

		⑦清掃費合計 セイソウ ヒ ゴウケイ		46,379,047		45,680,788		45,701,178		42,523,317				運交金-加五-リニアック(PF)-共通2		3,514,320		先端研究推進費-加七-光源運転経費-光源第5グループ(PF推)		421,200		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-上水道料		17,157,757		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-KEKB共通		7,614,000																		先端研究推進費 センタン ケンキュウ スイシンヒ				21,535,200		5,533,920		32,173,200

		⑧警備費合計 ケイビ ヒ ゴウケイ		46,431,792		48,870,000		46,656,000		46,656,000				運交金-加三・四-B運転(B運営)-KEKB共通		1,367,820		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-マグネット(B設)		1,596,240		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-下水道料		10,547,840		先端研究推進費-加五-リニアック(B)-共通2		11,622,960				合計 ゴウケイ		6,553,368,353		6,984,246,486		6,235,785,551		6,894,870,650						受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ				7,318,620		4,704,480

		⑨電気代合計 デンキダイ ゴウケイ		3,630,644,340		5,153,634,724		4,638,054,608		4,421,022,375																先端研究推進費-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		3,081,564												0						その他補助金 タ ホジョキン				1,495,800		2,654,640		1,271,400

		⑩上下水道代合計 ジョウゲ スイドウ ダイ ゴウケイ		144,563,572		45,580,157		53,002,479		42,278,276				運交金-加三・四-B運転(B運営)-RFシステム		91,800		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-マグネット(B推)		99,360		先端研究推進費-加七-光源運転経費(PF)-光源第5グループ		1,544,400		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		73,162,944																		共同研 キョウドウ ケン				2,278,800														長寿命化 チョウジュミョウカ		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		⑪ガス代合計 ミチヨ ゴウケイ		155,664,293		142,089,305		101,735,024		106,879,844				運交金-加七-PS維持(大強度)-物件費		81,000		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-RFシステム(B設)		995,760		先端研究推進費-加七-光源運転経費(PF)-光源第1グループ		149,040		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-機械		151,511,700										（百万円） ヒャクマン エン						⑫　増改築費 ゾウカイチク ヒ				1,270,334,975		146,332,340		29,361,000		765,216,864										①修繕費 シュウゼンヒ		51,009,554		133,122,144		67,310,354		124,712,286		748,342,458

		⑫新増改築費合計（補助金） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ ホジョキン		1,097,538,090		105,936,480		0		536,485,000				運交金-加七-光源運転経費(PF)-共通経費		1,944,000		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-KEKB共通(B推)		4,276,800		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-KEKB共通		10,994,400		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		1,655,008,684						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド						施設整備費 シセツ セイビヒ		818,376,190		143,063,500				535,873,474										⑬改修費 カイシュウヒ		29,572,000		44,638,000		55,146,520		242,831,600		11%

		⑫新増改築費合計（自己資金等） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ ジコ シキン トウ		147,816,485		3,268,840		29,361,000		228,731,864				運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		56,913,572		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		1,557,214,178		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-BT		988,200		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		1,160,521				運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		5,020		2,817		1,502		1,575						その他補助金 タ ホジョキン		304,142,300																②点検保守費 テンケン ホシュ ヒ		76,931,856		125,918,113		61,882,281		74,312,124

		⑫新増改築費合計（営繕費） シン ゾウ カイチク ヒ ゴウケイ エイゼン ヒ		24,980,400		37,127,020		0		0				運交金-管理局-物件費(一般)-研究協力課		15,660		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		844,822		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		1,692,578,693		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		239,760				先端研究推進費 センタン ケンキュウ スイシンヒ		0		3,739		4,465		4,339						運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		6,129,135						1,891,326										③運転監視費 ウンテン カンシ ヒ		4,536,000		4,802,400		4,892,400		4,297,200

		⑬改修費合計（補助金） カイシュウ ヒ ゴウケイ ホジョキン						7,242,000		197,255,600				運交金-管理局-物件費(一般)-主計課		63,990						先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		1,351,035		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		8,170,200				施設整備費補助金 シセツ セイビヒ ホジョキン		854		207		48		773						収見合 オサム ミアイ		68,262,350		105,520														④廃棄物処分費 ハイキブツ ショブンヒ		28,992,581		9,566,489		76,002,051		7,703,386

		⑬改修費合計（営繕費） カイシュウ ヒ ゴウケイ エイゼン ヒ		36,019,600		23,872,980		40,000,000		40,000,000												先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		523,800		先端研究推進費-J-PARC-ミュオン実験(J)-物件費		272,160				収見合		262		135		117		67						目的積立金 モクテキ ツミタテキン		73,425,000																⑤緑地管理費 リョクチ カンリヒ		37,727,640		44,236,260		47,697,984		37,146,600

		⑬改修費合計（自己資金等) カイシュウ ヒ ゴウケイ ジコ シキン トウ						35,352,120		16,916,000				運交金-管理局-物件費(一般)-総務課		31,320		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費・実験室設備(J推)		363,960		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		619,920		先端研究推進費-J-PARC-ミューオン(J)-物件費・Bライン		86,270,400				受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		0		28		45		0						受託研費 ジュタク ケン ヒ				3,163,320		7,182,000												⑥校地維持費 コウチ イジヒ		9,166,500		20,846,970		7,226,280		2,376,000

														運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		2,580,120		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J設)		2,447,280		先端研究推進費-J-PARC-ミュオン実験(J)-物件費		3,996,000		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・放射線・安全		93,312				雑収入 ザツシュウニュウ		0		18		33		130						雑収入 ザッシュウニュウ						22,179,000		18,433,440										⑦清掃費 セイソウヒ		38,203,540		36,926,788		41,087,766		36,949,415

		合計 ゴウケイ		6,567,732,353		6,984,246,486		6,235,668,296		6,894,870,650				運交金-機構共通-ILC準備室(裁量)-物件費		15,660		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		6,742,245		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		537,330		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・二次ライン		1,034,496				共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		3		14		0						先端研究推進費 センタン ケンキュウ スイシンヒ								209,018,624										⑧警備費 ケイビヒ		46,431,792		48,870,000		46,656,000		46,656,000

														運交金-機構共通-研究支援戦略推進部(裁量)-物件費		30,780		先端研究推進費-J-PARC-ミュオン実験-物件費(J推)		1,798,200		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・ND		24,840		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・一次ライン		280,044				目的積立金 モクテキ ツミタテキン		73		38		12		0				⑬　改修費				36,019,600		23,872,980		82,594,120		254,171,600										⑨電気代 デンキダイ		1,758,474,477		864,780,296		176,142,367		425,951,858

				平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド				運交金-機構共通-自動ドア不正侵入対策(裁量)-物件費		515,160		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・放射線・安全(J推)		4,995,734		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		125,280		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-高繰り返し偏向電磁石電源		93,815,820				その他補助金等 タ ホジョキン トウ		343		0		0		10						施設整備費 シセツ セイビヒ		36,019,600		23,872,980		47,242,000		237,255,600										⑩上下水道費 ジョウゲスイドウ ヒ		43,163,598		8,329,473		3,562,933		1,682,675

		修繕費 シュウゼンヒ		292,483,827		339,777,656		189,456,053		367,701,974				運交金-機構共通-東海運営費(一般)-物件費		16,200		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・二次ライン(J推)		5,118,120		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-ＲＦ		98,280		先端研究推進費-J-PARC-Hライン(J)-物件費		7,436,624																		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン						33,612,240		10,868,000										⑪ガス代 ダイ		154,067,334		34,866,257		4,952,686		10,021,657

		点検保守費 テンケン ホシュ ヒ		403,595,146		446,426,169		420,906,003		362,098,853				運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		2,484,000		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・共通(J推)		1,391,450		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		947,244		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		1,311,120																		先端研究推進費 センタン ケンキュウ スイシンヒ								6,048,000										⑫増改築費 ゾウカイチク ヒ		759,472,850		125,567,320		29,361,000		535,873,474

		運転監視費 ウンテン カンシ ヒ		452,563,200		478,828,800		480,448,800		414,460,800				運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		334,724,700		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・ν生成(J推)		127,440		収見合-放一・二-施設利用料-小角散乱		5,940		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		7,720,437																		受託研費 ジュタク ケン ヒ						1,739,880												計 ケイ		3,037,749,722		1,502,470,510		621,920,622		1,550,514,275		6,712,655,129

		廃棄物処分費 ハイキブツ ショブンヒ		33,361,821		30,975,757		80,812,147		21,424,747				運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		214,070,560		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-入出射(J推)		312,876		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		6,982,434		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		1,837,818

		緑地管理費 リョクチ カンリヒ		42,331,680		50,196,580		50,983,884		42,010,920				運交金-施設部-交流センター自動ドア補修(裁量)-物件費		245,160		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-電磁石(J推)		861,624		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		1,877,177		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-備品・消耗品・雑役務費		303,264																				平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド										プロジェクト		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		校地維持費 コウチ イジヒ		13,359,060		31,981,230		15,957,000		8,425,080				運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		11,701,800		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-制御(J推)		334,800		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-備品・消耗品・雑役務費		1,924,560		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		7,367,004																		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		675,947,638		659,144,196		612,674,168		677,990,493										①修繕費 シュウゼンヒ		266,538,654		177,270,255		162,979,140		223,798,600		1,886,235,990

		清掃費 セイソウヒ		46,379,047		45,680,788		45,701,178		42,523,317				運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		52,365,920		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-真空(J推)		74,520		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		1,599,480		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		9,859,705																		施設整備費 シセツ セイビヒ		894,573,390		202,367,080		47,370,520		773,129,074										②点検保守費 テンケン ホシュ ヒ		245,514,250		272,662,976		291,280,182		246,191,933		10%

		警備費 ケイビヒ		46,431,792		48,870,000		46,656,000		46,656,000				運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		45,239,850		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-シスコミ(J推)		8,273,232		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-施設維持費		63,828		収見合-機構共通-高濃度PCB処理関連経費-事業費[特別]		962,388																		先端研究推進費		0		29,418,660		12,175,920		268,303,280										③運転監視費 ウンテン カンシ ヒ		448,027,200		474,026,400		475,556,400		410,163,600

		電気代 デンキダイ		3,630,644,340		5,153,634,724		4,638,054,608		4,421,022,375				運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		1,855,980		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-RF(J推)		186,840						収見合-機構共通-光熱水料-電気料		14,999,599																		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		0		10,481,940		13,626,360		0										④廃棄物処分費 ハイキブツ ショブンヒ		4,369,240		21,409,268		4,810,096		13,721,361

		上下水道費 ジョウゲスイドウ ヒ		144,563,572		45,580,157		53,002,479		42,278,276				運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		3,933,360		先端研究推進費-J-PARC-K1.8-物件費(J推)		363,960		収見合-機構共通-光熱水料-電気料		80,549,796		収見合-機構共通-光熱水料(遅延損害金等・先端B)-電気料		26,590																		雑収入		0		241,920		25,695,588		19,392,480										⑤緑地管理費 リョクチ カンリヒ		972,000		1,247,400		245,700		2,153,520

		ガス代 ダイ		155,664,293		142,089,305		101,735,024		106,879,844				運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		2,409,372		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		3,985,200		収見合-機構共通-光熱水料-上水道料		850,589		収見合-J-PARC-進入路設計費-設計費		894,240																		収見合		80,158,820		50,021,169		8,119,980		9,102,564										⑥校地維持費 コウチ イジヒ		928,800		853,200		4,678,560		5,983,200

		増改築費 ゾウカイチク ヒ		1,270,334,975		146,332,340		29,361,000		765,216,864				運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		1,441,800		収見合-放一・二-施設利用料-XAFS		255,420		収見合-機構共通-光熱水料-下水道料		587,320		収見合-J-PARC-光熱水料-電気料		17,107,352																		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		73,425,000		0		0		0										⑦清掃費 セイソウヒ		5,651,547		7,400,436		3,270,972		5,573,902

		改修費 カイシュウヒ		36,019,600		23,872,980		82,594,120		254,171,600				運交金-素核研-理論センター(一般)-物件費・共通		349,650		収見合-放一・二-施設利用料-BL_2		820,800		収見合-J-PARC-光熱水料[東海]-電気料		8,629,382		収見合-J-PARC-光熱水料(遅延損害金等・先端J)-電気料		5,004,097																		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		2,278,800		0		0										⑧警備費 ケイビヒ		0		0		0		0

														運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		2,985,660		収見合-施設部-樹木伐採経費(K裁量)-工事費		496,800		受託研費-放二-16Ｄ09 文科省・光ﾋﾞｰﾑPF・野村-光熱水料		151,200		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		40,000,000																		その他補助金 タ ホジョキン		304,142,300		2,455,380		2,654,640		1,271,400										⑨電気代 デンキダイ		1,857,894,867		4,275,225,755		4,450,184,925		3,981,952,997

								単位：百万円 タンイ ヒャクマン エン						運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		8,285,760		収見合-施設部-工事雑役・東海-電気		907,740		受託研費-放二-14D31 JST･SIP先端計測･木村-光熱水料		1,836,000		施設整備-施設部-[東海]J-PARCビーム増強施設-付帯事務費		157,000																		合計 ゴウケイ		2,028,247,148		956,409,145		722,317,176		1,749,189,291										⑩上下水道費 ジョウゲスイドウ ヒ		93,765		32,588,723		44,537,633		35,456,873

				平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド				運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		801,576		収見合-施設部-工事雑役・東海-建築		105,520		受託研費-放二-14D31 JST･SIP先端計測･木村-その他		402,840		施設整備-施設部-[東海]J-PARCビーム増強施設-施設整備費		535,716,474																																				⑪ガス代 ダイ		0		105,825,265		95,924,624		95,762,062

		修繕費 シュウゼンヒ		292		340		189		368		average		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造生物準備室		119,880		収見合-施設部-工事雑役・東海-機械		2,713,608		受託研費-施設部-日光実験棟ｸﾚｰﾝ(間接・K裁量)-事業費		1,825,200		施設整備-施設部-[大穂]基幹・環境整備[防水]-施設整備費		100,055,600																		合計 ゴウケイ		2,028,247,148		956,409,145		722,317,176		1,749,189,291										⑫増改築費 ゾウカイチク ヒ		501,293,325		0		0		229,343,390

		点検保守費 テンケン ホシュ ヒ		404		446		421		362		297		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-生命科学GL留置		1,450,440		収見合-施設部-工事雑役・つくば-電気		4,920,692		受託研費-施設部-構内道路･標示補修(間接･K裁量)-事業費		1,500,000		施設整備-施設部-[大穂]ライフライン再生[電設]-施設整備費		97,200,000																		Δ		0		0		0		0										⑬改修費 カイシュウヒ		518,400		0		447,600		11,340,000

		運転監視費 ウンテン カンシ ヒ		453		479		480		414		408		運交金-放射セ-加速器安全経費(大強度)-放射性廃棄物保管棟関係費		2,978,640		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		13,397,400		受託研費-施設部-垣根剪定(間接・K裁量)-事業費		658,800		雑収入-機構共通-科研間接・機構共通-光熱水料		18,144,840																																				計 ケイ		3,331,802,048		5,368,509,678		5,533,915,832		5,261,441,438		19,495,668,996

		廃棄物処分費 ハイキブツ ショブンヒ		33		31		81		21		457		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		61,000,000		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		9,117,843		受託研費-施設部-つくば・防火ｼｬｯﾀｰ(間接・K裁量)-事業費		2,376,000		雑収入-機構共通-その他収入-光熱水料		891,912																		（点検保守費を含む） テンケン ホシュ ヒ フク		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		緑地管理費 リョクチ カンリヒ		42		50		51		42		42		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		8,888,400		収見合-施設部-機構西側境界ﾌｪﾝｽ経費(K裁量)-工事費		2,664,360		受託研費-施設部-ATFﾃﾝﾄ倉庫膜張替(間接・K裁量)-事業費		4,968,000		雑収入-加六-COI棟整備(科間・M裁量)-物件費		19,392,480																		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		676		659		613		678										その他 タ		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		校地維持費 コウチ イジヒ		13		32		16		8		46		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		6,230,598		収見合-施設部-安衛室駐輪場取設(K裁量)-事業費		615,600		受託研費-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		22,396,075		雑収入-J-PARC-科研間接・J-PARC-光熱水料		58,616,613																		施設整備費 シセツ セイビヒ		895		202		47		773										①修繕費 シュウゼンヒ		49,743,439		39,242,837		24,090,759		58,258,468

		清掃費 セイソウヒ		46		46		46		43		17		収見合-放一・二-施設利用料-BL_2		393,120		収見合-施設部-タイ王女来訪(K裁量)-事業費		2,312,280				0		雑収入-J-PARC-[助]科研間接・J-PARC-光熱水料		33,419,128																		先端研究推進費		0		29		12		268										②点検保守費 テンケン ホシュ ヒ		6,341,220		2,971,620		2,819,340		2,527,416

		警備費 ケイビヒ		46		49		47		47		45		収見合-放一・二-施設利用料-構造生物		3,044,250		収見合-施設部-エコアイデア(K裁量)-事業費		5,122,440		受託研費-管理局-納管ｾﾝﾀｰ改修費(間接・K裁量)-改修費		1,739,880		運交金-放射セ-放射線安全(一般)-放射線安全共通		885,600																		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		0		10		14		0										③運転監視費 ウンテン カンシ ヒ		0		0		0		0

		電気代 デンキダイ		3,631		5,154		4,638		4,421		47		運交金(復旧・復興)-先端-冷却水冷凍機-ATF		19,764,000		収見合-施設部-3号館外壁改修(K裁量)-工事費		8,586,000		受託研費-J-PARC-加速器運転準備棟(間接･K裁量)-建設費		7,527,600		運交金-放射セ-環境安全(一般)-環境管理		1,049,220																		雑収入		0		0		26		19										④廃棄物処分費 ハイキブツ ショブンヒ		0		0		0		0

		上下水道費 ジョウゲスイドウ ヒ		145		46		53		42		4,461		運交金-加三・四-B高度化・KEKB(裁量)-KEKB共通		427,680		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		5,434,830		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		40,000,000		運交金-放射セ-環境安全(PF)-環境管理		1,038,248																		収見合		80		50		8		9										⑤緑地管理費 リョクチ カンリヒ		3,632,040		4,712,920		3,040,200		2,710,800

		ガス代 ダイ		156		142		102		107		71		運交金-J-PARC-事故対策経費(25・大強度)-ハドロンホール施設改修		6,261,975		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		7,205,823		施設整備-施設部-[大穂]ライフライン再生（電設）-施設整備費		7,242,000		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-放射線集中監視システム維持		124,200																		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		73		0		0		0										⑥校地維持費 コウチ イジヒ		3,263,760		6,031,260		4,052,160		65,880

		増改築費 ゾウカイチク ヒ		1,270		146		29		765		127		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費・二次ライン		960,120		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		694,861		施設整備-加五-SKEKB実験研究[H28補正]-リニアック[マイクロ波5]		648,000		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-放射線安全管理業務整備・維持		1,081,080																		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		2		0		0										⑦清掃費 セイソウヒ		2,523,960		1,353,564		1,342,440		0

		改修費 カイシュウヒ		36		24		83		254		553		運交金-J-PARC-ハドロン設備改修(大強度)-ハドロン実験ホール改修費[補填]		1,823,040		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		2,852,793		雑収入-素長-科研間接・素核研-所長		997,650		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-共通経費		328,698																		その他補助金 タ ホジョキン		304		2		3		1										⑧警備費 ケイビヒ		0		0		0		0

		合計 ゴウケイ		6,568		6,984		6,236		6,895		99		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費・測量		255,960		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		4,994,676		雑収入-機構共通-広報室(科間・K裁量)-引っ越し経費		459,810		運交金-放一・二-放射光(一般)-PF共通		172,800																		合計 ゴウケイ		2,028		956		722		1,749										⑨電気代 デンキダイ		14,274,996		13,628,673		11,727,316		13,117,520

												6,671		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-共通		486,000		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		9,054,598		雑収入-機構共通-科研間接・機構共通-光熱水料		7,243,744		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-物質化学GL留置		108,000																																				⑩上下水道費 ジョウゲスイドウ ヒ		101,306,209		4,661,961		4,901,913		5,138,728

														運交金-素核研-Belle(B運営)-物件費・KLミュー測定器		409,320		収見合-機構共通-施設利用料-高度化課金		3,003,220		雑収入-機構共通-メール室拡大(科間・K裁量)-工事経費		430,920		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通管理		248,400																																				⑪ガス代 ダイ		1,596,959		1,397,783		974,969		1,096,125

								単位：百万円 タンイ ヒャクマン エン						運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-タンパク		14,040		収見合-機構共通-光熱水料-電気料		40,622,557		雑収入-機構共通-その他収入-光熱水料		1,171,533		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		1,478,952																		（点検保守費を除く） テンケン ホシュ ヒ ノゾ		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド										⑫増改築費 ゾウカイチク ヒ		1,134,000		0		0		0

				平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド				運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		23,310		収見合-機構共通-運動施設経費(K裁量)-工事費		4,879,656		雑収入-管理局-人事労務課(科間・K裁量)-筑波実験棟前東屋柱修理		196,560		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		594,000																		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		273		238		199		376										⑬改修費 カイシュウヒ		0		0		27,000,000		0

		光熱水費 コウネツスイヒ		3,931		5,341		4,793		4,570				運交金-加五-リニアック(B運営)-マイクロ波1		73,440		収見合-機構共通-タイ王女来訪(K裁量)-物件費		97,200		雑収入-管理局-情報基盤管理室(科間・K裁量)-事務電算		37,800		運交金-物長-所長裁量経費(一般)-物件費		48,600																		施設整備費 シセツ セイビヒ		895		202		47		773										計 ケイ		183,816,583		74,000,618		79,949,097		82,914,937

		運転監視費 ウンテン カンシ ヒ		453		479		480		414				運交金-加六-加速器六系(一般)-加六系共通		3,456		収見合-管理局-企画課-物件費		95,040		雑収入-J-PARC-加速器運転準備棟(助間･K裁量)-建設費		22,179,000		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		78,840																		先端研究推進費		0		22		6		247

		点検保守費 テンケン ホシュ ヒ		404		446		421		362				運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		38,373,640		受託研費-放二-間接・SIP[木村]-設備費		1,572,480		共同研-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		10,115,930		運交金-日米-早野・物件費・国内-先端加速器・STF基盤		1,730,160																		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		0		7		5		0												6,553,368,353		6,944,980,806		6,235,785,551		6,894,870,650

		その他維持管理費 タ イジ カンリヒ		182		208		240		161				運交金-先端-測定器開発・物件費(先端)-クリーンルーム		52,920		受託研費-放二-14D31 産総研･SIP先端計測･木村-設備費		1,836,000		共同研-機構共通-運営共通経費-光熱水料		3,815,000		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		2,229,120																		雑収入		0		0		26		19

		増改築費		1,270		146		29		765				運交金-J-PARC-一次陽子(大強度)-物件費		282,960		受託研費-先端-国際科学ｲﾉﾍﾞ拠点(間接・K裁量)-事業費		1,702,080		運交金-放射セ-環境安全(一般)-環境安全共通		19,980		運交金-低温セ-ヘリウム経費(一般)-保守費		19,440,000																		収見合		79		34		8		9

		修繕費 シュウゼンヒ		292		340		189		368				運交金-J-PARC-一次陽子(大強度)-物件費・実験室設備		393,760		受託研費-施設部-構内道路･標示補修(間接･K裁量)-事業費		1,215,000		運交金-放射セ-環境安全(PF)-業務関連経費		473,054		運交金-素長-素核研共通(一般)-物件費		81,000																		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		73		0		0		0										①+⑬		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

		改修費 カイシュウ ヒ		36		24		83		254				運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-ＲＦ		554,040		受託研費-機構共通-東海C運営費(間接)-物件費		554,580		運交金-放射セ-環境安全(PF)-業務委託		45,198,000		運交金-素核研-低温(一般)-物件費		17,280																		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		2		0		0										長寿命化 チョウジュミョウ カ		80,581,554		177,760,144		122,456,874		367,543,886		187,085,615

		合計 ゴウケイ		6,568		6,984		6,236		6,895				運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-制御		42,120		受託研費-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		16,540,127		運交金-放射セ-環境安全(PF)-環境管理		612,268		運交金-素核研-実験室安全(一般)-物件費		1,823,040																		その他補助金 タ ホジョキン		304		1		3		1										プロジェクト		267,057,054		177,270,255		163,426,740		235,138,600		210,723,162

												6,671		運交金-J-PARC-一般安全(大強度)-物件費		162,000		受託研費-機構共通-一般管理費[15D39 ポスト京]-光熱水料		1,089		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-放射線安全管理業務整備・維持		125,280		運交金-素核研-エレクトロS(一般)-物件費		368,928																		合計 ゴウケイ		1,625		507		292		1,426										長寿命化平均値 チョウジュミョウカ ヘイキンチ		187,085,615		187,085,615		187,085,615		187,085,615

														運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-物質化学GL留置		79,920		受託研費-機構共通-一般管理費[15D22 スパコン]-光熱水料		24,437		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-共通経費		632,880		運交金-先端-測定器開発・物件費(先端)-その他		17,280																																				プロジェクト平均値 ヘイキンチ		210,723,162		210,723,162		210,723,162		210,723,162

		光熱水費 コウネツスイヒ		60%		76%		77%		66%				運交金-加三・四-B運転(B運営)-常伝導空洞		399,600		受託研費-機構共通-一般管理費[15D08 分子動画]-光熱水料		16,986		運交金-放射セ-加速器安全(J)-放射性廃棄物処理関係		7,126,012		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-保守費		54,000																																				計 ケイ		347,638,608		355,030,399		285,883,614		602,682,486		397,808,777

		運転監視費 ウンテン カンシ ヒ		7%		7%		8%		6%				運交金-放射セ-加速器安全(B運営)-放射線管理業務委託		165,240		受託研費-機構共通-KEKB女子トイレ経費(間接･K裁量)-工事費		4,611,600		運交金-放一・二-放射光(一般)-PF共通		486,000		運交金-施設部-老朽化対策経費(一般)-冷却水ポンプ更新費		12,744,000																		（点検保守費、増改築費を除く） テンケン ホシュ ヒ ゾウカイチク ヒ ノゾ		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		点検保守費 テンケン ホシュ ヒ		6%		6%		7%		5%				運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		1,161,899		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		100,265,680		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		1,462,536		運交金-施設部-老朽化対策経費(一般)-特別高圧関連設備修理費		5,130,000																		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		267		238		199		374

		その他維持管理費 タ イジ カンリヒ		3%		3%		4%		2%				運交金-放射セ-環境安全(PF)-水質検査		802,600		施設整備-施設部-[東海]基幹・環境整備-付帯事務費		2,032,600		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-ロボット開発		0		運交金-施設部-老朽化対策経費(一般)-管理棟防水経費		6,143,040																		施設整備費 シセツ セイビヒ		76		59		47		237

		増改築費、改修費 ゾウカイチク ヒ カイシュウ ヒ		1%		0%		1%		11%				運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-STF基盤		1,038,960		施設整備-施設部-[東海]基幹・環境整備-施設整備費		104,318,600		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-タンパク		15,660		運交金-施設部-老朽化対策経費(一般)-AR西棟チラー更新費		13,300,200																		先端研究推進費		0		22		6		38								62,592		長寿命化 　㎡/円 チョウジュミョウ カ エン		1,300		2,800		2,000		5,900		3,000

		修繕費 シュウゼンヒ		4%		5%		3%		5%				運交金-J-PARC-放射線(大強度)-放射線廃棄物処理		23,232,872		雑収入-機構共通-科研間接・機構共通-光熱水料		6,284,206		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		498,960		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		2,126,736																		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		0		7		5		0								166,298		プロジェクト 　㎡/円		1,600		1,100		1,000		1,400		1,300

		合計 ゴウケイ		100%		100%		100%		100%				運交金-施設部-樹木伐採経費(裁量)-物件費		501,120		雑収入-機構共通-育児支援室経費(科間･K裁量)-物件費		241,920		運交金-日米-先端加速器・早野(日米)-物件費・国内・クライオ		388,800		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		3,370,680																		雑収入		0		0		4		1

														その他補助金等-施設部-14H08 ｲﾉﾍﾞ施設・早野[25繰越]-利用促進化推進棟・工事費		305,878,100		雑収入-機構共通-その他収入-光熱水料		1,643,098		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-冷凍機維持経費		9,526,032		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		2,129,328																		収見合		11		34		8		9

														その他補助金等-機構共通-14H10 ふるさと文化財の森-事業費		843,000		雑収入-機構共通-[助]科研間接・機構共通-光熱水料		9,686,712		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		1,712,880		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		47,336,832																		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		2		0		0										長寿命化 チョウジュミョウ カ		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

				平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド				運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		200,425		共同研-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		416,107		運交金-素核研-理論センター(一般)-物件費・共通		128,304		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		66,053,757																		その他補助金 タ ホジョキン		0		1		3		1								運交金* ウンコウキン		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		2,234,307,872		1,224,558,014		536,009,319		759,593,478

		点検保守費 テンケン ホシュ ヒ		404		446		421		362				収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		641,966		共同研-機構共通-運営共通経費-光熱水料		227,182		運交金-素核研-エレクトロS(一般)-物件費		432,000		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		21,809,777																		合計 ゴウケイ		354		364		270		661								施設整備* シセツ セイビ		施設整備費 シセツ セイビヒ		662,045,500		167,351,200		47,242,000		773,129,074

		増改築費 ゾウカイチク ヒ		1,270		146		29		765				収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		3,325,939		共同研-加七-15C217 トヤマ・小林-研究費		2,278,800		運交金-素核研-Belle(一般)-物件費(K裁量)		838,080		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		211,635,225																																		先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		先端研究推進費		0		0		1,970,600		1,829,736

		修繕費 シュウゼンヒ		292		340		189		368				運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		108,000		運交金-放射セ-環境安全(一般)-環境安全共通		587,065		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-保守費		334,800		運交金-施設部-運転(B・PF)-建築		3,926,800																																		受託研* ジュタク ケン		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		0		8,083,260		11,426,280		0

		改修費		36		24		83		254				運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		559,872		運交金-放射セ-環境安全(PF)-研究開発		1,158,850		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		1,971,000		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		332,708,954																		整備需要（百万円） セイビ ジュヨウ ヒャクマン エン																雑収入* ザツシュウニュウ		雑収入		0		241,920		23,304,090		0

		合計 ゴウケイ		2,002		956		722		1,749				運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		10,160,888		運交金-放射セ-環境安全(PF)-業務委託		43,740,000		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		3,084,480		運交金-共通施設長-老朽化対策経費(一般)-RI排水処理施設補修費		4,212,000																				平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成31年度 ヘイセイ ネンド		平成32年度 ヘイセイ ネンド		平成33年度 ヘイセイ ネンド		平成34年度 ヘイセイ ネンド						収見合* オサム ミアイ		収見合		67,128,350		100,256,536		0		15,961,987

														運交金-管理局-物件費(一般)-警備費[共通]		46,431,792		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-共通経費		57,240		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		3,125,034		運交金-共通施設長-共通経費(一般)-放射線科学センター		252,504																		建築 ケンチク		45		44		604		383		541						目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		73,425,000		0		0		0

														運交金-機構共通-光熱水料-電気料		1,757,730,797		運交金-放射セ-加速器安全(J)-出入管理システム維持		107,946		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		41,405,846		運交金-共通施設長-共通経費(一般)-計算科学センター		15,444																		電気 デンキ		383		598		1,356		2,088		1,501						共同研* キョウドウ ケン		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		0		0		0

														収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		9,330,001		運交金-放射セ-加速器安全(J)-サーベイメータ等維持		109,080		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		60,557,864		運交金-機構共通-広報室(一般)-物件費		114,480																		機械 キカイ		297		383		345		370		328						その他補助金等* タ ホジョキン トウ		その他補助金 タ ホジョキン		843,000		1,979,580		1,968,333		0

														その他補助金等-放二-14H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		27,905,177		運交金-放一・二-放射光(一般)-PF共通		882,360		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		10,620,389		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		410,952,259																		合計 ゴウケイ		725		1,025		2,305		2,841		2,370								平均 ヘイキン		1,678,163,782		1,678,163,782		1,678,163,782		1,678,163,782

														その他補助金等-放二-14H03 共用促進･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		8,140,000		運交金-放一・二-施設利用料(一般)-放射光		4,039,740		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		229,034,576		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		1,087,966																																				計 ケイ		3,037,749,722		1,502,470,510		621,920,622		1,550,514,275		1,678,163,782

														収見合-機構共通-光熱水料-電気料		161,193,731		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-生命科学GL留置		198,720		運交金-施設部-運転(B・PF)-建築		3,186,000		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		594,709																																						3,422,323,436		1,823,163,940		938,222,660		1,641,748,595

														収見合-機構共通-施設利用料-高度化課金		2,015,594						運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		331,542,316		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		10,021,657																																						-384,573,714		-320,693,430		-316,302,038		-91,234,320		1,678,163,782

														運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		1,654,162,259		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造生物準備室		709,560		運交金-施設部-PFエネセン・PF_AR改修費(一般)-工事費		8,543,548		運交金-機構共通-研究支援戦略推進部(一般)-物件費		27,648

														運交金-管理局-物件費(一般)-東京連絡所[施設部]		21,180		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		69,984		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		4,114,800		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-北CH管理区域縮小		2,013,120																																				長寿命化　①修繕費 チョウジュミョウ カ シュウゼンヒ		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

														運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		25,420,043		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		498,636		運交金-機構共通-東海C運営費(一般)-物件費		2,082,240		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-物件費		1,248,480																																		運交金* ウンコウキン		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		36,645,554		104,904,546		65,231,931		123,528,606

														運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		99,062,257		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-NE5C,7A		33,480		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区(K裁量)		650,192		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-PS周辺コンテナ解体・撤去		630,720																																		施設整備* シセツ セイビ		施設整備費 シセツ セイビヒ		14,364,000		414,720		0		0

														運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		16,306,106		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		5,857,542		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		58,178,783		運交金-機構共通-PCB保管場所整備費[特別]-事業費		1,645,600																																		先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		先端研究推進費		0		0		0		1,183,680

														運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		154,067,334		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		4,536		運交金-機構共通-高度情報利用推進室(一般)-物件費(K裁量)		28,080		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		1,299,240																																		受託研* ジュタク ケン		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		0		3,910,140		0		0

														施設整備-加七-直接入射路増強[24補正]-ビーム診断システム[据付]		20,022,440		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-冷凍機維持経費		217,080		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		171,213,069		運交金-管理局-東海C運営費(一般)-物件費		1,422,360																																		雑収入* ザツシュウニュウ		雑収入		0		241,920		1,125,090		0

														施設整備-加七-直接入射路増強[24補正]-安全システム		14,827,850		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		2,159,460		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		2,068,376		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		52,701,628																																		収見合* オサム ミアイ		収見合		0		23,650,818		0		0

														施設整備-加三・四-Bファク高度化[25繰越]-衝突リング[KEKB共通]		157,500,000		運交金-素長-素核研共通(一般)-物件費		37,800		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		1,433,642		運交金-管理局-情報基盤管理課(一般)-事務電算		1,879,200																																		目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		0		0		0		0

														施設整備-施設部-一次陽子[24補正・その2]-高運動量BL機械棟等		84,964,950		運交金-素核研-理論センター(一般)-物件費・共通		116,640		運交金-機構共通-監査室(一般)-物件費		21,440		運交金-管理局-国際企画課(一般)-物件費		782,460																																		共同研* キョウドウ ケン		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		0		0		0

														施設整備-施設部-一次陽子[24補正・その2]-COMET実験棟等		506,193,900		運交金-素核研-低温(一般)-物件費		124,200		運交金-機構共通-監査室(一般)-ドア取付工事(K裁量)		322,000		運交金-管理局-契約課(一般)-物件費		15,498																																		その他補助金等* タ ホジョキン トウ		その他補助金 タ ホジョキン		0		0		953,333		0

														施設整備-施設部-直接入射路増強[24補正]-附属機械棟		9,886,650		運交金-素核研-実験室安全(一般)-物件費		87,480		運交金-機構共通-PCB保管場所整備費(K裁量)-事業費		1,256,040		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		39,756,681																																				平均 ヘイキン		94,038,585		94,038,585		94,038,585		94,038,585

														目的積立金-施設部-東海ドミトリー増築経費-工事経費		73,425,000		運交金-素核研-エレクトロS(一般)-物件費		125,280		運交金-機構共通-KEKB女子トイレ経費(K裁量)-工事費		3,850,200		運交金-管理局-共通経費(一般)-交通安全[共通]		149,040																																				計 ケイ		51,009,554		133,122,144		67,310,354		124,712,286		94,038,585

														運交金-J-PARC-中性子・ミュオン共通(大強度)-物件費・共通		518,400		運交金-素核研-ILC測定器(一般)-物件費		151,200		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		3,133,080		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		46,656,000																																						79,098,714		178,452,402		71,180,650		138,721,206

														運交金-J-PARC-事故対策経費(25・大強度)-大規模排気設備		320,760		運交金-素核研-Belle(B)-物件費・測定器構造体		191,959		運交金-管理局-総務課(一般)-役員経費		106,920		運交金-管理局-PCB変圧器更新[特別]-物件費		10,638,000																																						-28,089,160		-45,330,258		-3,870,296		-14,008,920		94,038,585

														収見合-施設部-東海ドミトリー増築経費(裁量)-工事経費		67,128,350		運交金-素核研-Belle(B)-物件費・実験室安全		3,348		運交金-管理局-人事労務課(一般)-食堂等厨房排水管清掃(K裁量)		316,116		運交金-加六-先端加速器・物件費(先端)-コストダウンR&D		864,000

														その他補助金等-施設部-14H08 ｲﾉﾍﾞ施設・早野[25繰越]-利用促進化推進棟・設計費		165,000		運交金-先端-測定器開発・物件費(先端)-その他		837,000		運交金-管理局-人事労務課(一般)-職員厚生費[福利厚生室](K裁量)		41,040		運交金-加六-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		32,400																																				長寿命化　⑬改修費 チョウジュミョウ カ カイシュウ ヒ		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

																		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-共通		449,280		運交金-管理局-情報基盤管理室(一般)-物件費		93,420		運交金-加六-PS跡地(一般)-物件費		1,760,400																																		運交金* ウンコウキン		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		0		0		6,164,640		5,576,000

														合計 ゴウケイ		6,553,368,353		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		3,084,480		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		38,154,373		運交金-加七-光源運転経費(PF)-光源第2グループ		129,600																																		施設整備* シセツ セイビ		施設整備費 シセツ セイビヒ		29,572,000		44,638,000		47,242,000		237,255,600

														Δ		(14,364,000)		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-放射線		691,200		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		46,656,000		運交金-加七-加速器七系(一般)-研究主幹		239,976																																		先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		先端研究推進費		0		0		0		0

														長寿命化 チョウジュミョウ カ		2,850,432,999		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-室長		110,160		運交金-加六-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		702,000		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		50,976																																		受託研* ジュタク ケン		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		0		0		1,739,880		0

														プロジェクト		3,617,404,453		運交金-先端-国際科学イノベ拠点(26・リダ)-設備費		615,600		運交金-加六-PS維持(一般)-物件費		848,610		運交金-加三・四-KEKBリング(一般)-QCS舗装		1,479,600																																		雑収入* ザツシュウニュウ		雑収入		0		0		0		0

														対象外 タイショウガイ		85,530,901		運交金-施設部-廃液貯留槽等改修(M裁量)-工事費		29,160,000		運交金-加七-光源運転経費(PF)-共通経費		1,025,760		運交金-加三・四-B運転(B)-冷凍機		637,200																																		収見合* オサム ミアイ		収見合		0		0		0		0

																6,553,368,353						運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		478,710		運交金-加三・四-B運転(B)-超伝導マグネット		589,680																																		目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		0		0		0		0

																		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		2,325,942		運交金-加三・四-B運転(B)-モニター		64,800		運交金-加三・四-B運転(B)-RFシステム		270,000																																		共同研* キョウドウ ケン		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		0		0		0

																		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		3,944,322		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		5,754,240		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		4,233,600																																		その他補助金等* タ ホジョキン トウ		その他補助金 タ ホジョキン		0		0		0		0

																		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		2,287,710		運交金-加三・四-B運転(B)-BT		29,160		運交金-加三・四-B運転(B)-BT		277,560																																				平均 ヘイキン		93,047,030		93,047,030		93,047,030		93,047,030

																		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		50,575,519		運交金-加五-リニアック(PF)-低速陽電子3		168,480		運交金-加五-リニアック(PF)-共通3		561,600																																				計 ケイ		29,572,000		44,638,000		55,146,520		242,831,600		93,047,030

																		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		51,508,310		運交金-加五-リニアック(B)-共通1		442,800		運交金-加五-リニアック(PF)-運転管理3		113,400																																						29,572,000		44,638,000		55,146,520		242,831,600

																		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		11,355,768		運交金-加五-リニアック(B)-加速管1		5,400		運交金-加五-リニアック(B)-入射部1		39,420																																						0		0		0		0		93,047,030

																		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		227,410,039		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理		2,540,160		運交金-加五-リニアック(B)-施設1		11,923,200

																		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		331,140,097		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		5,326,884		運交金-加五-リニアック(B)-マイクロ波1		23,760																																				長寿命化　①+⑬ チョウジュミョウ カ		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

																		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		25,094,880		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		103,146,165		運交金-加五-リニアック(28・B)-共通1		7,948,800																																		運交金* ウンコウキン		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		36,645,554		104,904,546		71,396,571		129,104,606		85,512,819

																		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-共通経費		5,724		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		12,811,188		運交金-加一・二-加速器一・二系(一般)-加一・二系共通		99,684																																		施設整備* シセツ セイビ		施設整備費 シセツ セイビヒ		43,936,000		45,052,720		47,242,000		237,255,600		93,371,580

																		運交金-機構共通-男女共同参画推進室(一般)-物件費		99,036		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		234,077,518		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理		381,510																																		先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		先端研究推進費		0		0		0		1,183,680

																		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		162,945		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		462,456		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		15,302,962																																		受託研* ジュタク ケン		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		0		3,910,140		1,739,880		0

																		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		42,926,503		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		7,902,014		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		11,104,800																																		雑収入* ザツシュウニュウ		雑収入		0		241,920		1,125,090		0

																		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		823,603,459		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		137,160		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		63,538,822																																		収見合* オサム ミアイ		収見合		0		23,650,818		0		0

																		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		5,421,523		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・超伝導低温		3,978,720		運交金-J-PARC-中性子実験(J)-共通		92,664																																		目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		0		0		0		0

																		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		2,907,950		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		219,498		運交金-J-PARC-光熱水料(一般)-電気料		82,634,328																																		共同研* キョウドウ ケン		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		0		0		0

																		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		34,866,257		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・NU2増強		2,893,860		運交金-J-PARC-一般安全(一般)-物件費		1,468,800																																		その他補助金等* タ ホジョキン トウ		その他補助金 タ ホジョキン		0		0		953,333		0

																		運交金-機構共通-研究支援戦略推進部(一般)-物件費		10,476		運交金-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		989,596		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		723,295																																				平均 ヘイキン		187,085,615		187,085,615		187,085,615		187,085,615

																		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(特殊)-PCB廃棄物処理費		1,358,000		運交金-J-PARC-MR運転(J)-RF		604,800		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		4,017,276																																				計 ケイ		80,581,554		177,760,144		122,456,874		367,543,886		187,085,615

																		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(一般)-PCB廃棄物処理費		248,800		運交金-J-PARC-K1.8(J)-物件費		340,200		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		540,000																																						108,670,714		223,090,402		126,327,170		381,552,806

																		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(24・特殊)-PCB廃棄物処理費		3,393,600		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		592,920		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		125,921																																						-28,089,160		-45,330,258		-3,870,296		-14,008,920		187,085,615

																		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		1,528,200		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		14,110,573		運交金-J-PARC-MR運転(J)-共通		1,298,592

																		運交金-管理局-総務課(一般)-役員経費		225,720		運交金-J-PARC-High_p(J)-物件費		99,360		運交金-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		126,360																																				プロジェクト		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

																		運交金-管理局-総務課(一般)-物件費		15,444		その他補助金等-放二-16H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-設備備品費		3,583,440		運交金-J-PARC-MR運転(J)-ＲＦ		114,048																																		運交金* ウンコウキン		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		2,630,716,786		1,549,099,297		906,403,660		760,134,911

																		運交金-管理局-情報基盤管理室(一般)-物件費		347,436		その他補助金等-放二-16H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		5,116,998		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		411,360																																		施設整備* シセツ セイビ		施設整備費 シセツ セイビヒ		192,350,290		0		648,000		0

																		運交金-管理局-施設部(一般)-東京連絡所		21,180		その他補助金等-放二-16H02 人材育成･ﾅﾉﾃｸCUPAL･足立-光熱水費		1,264,538		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		10,787,795																																		先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		先端研究推進費		0		3,738,730,655		4,463,323,739		4,337,270,587

																		運交金-管理局-契約課(一般)-物件費		125,258		その他補助金等-施設部-16H08 省ｴﾈ･生産性革命投資促進-機器等費		953,333		運交金-J-PARC-Hライン(J)-物件費		1,188,000																																		受託研* ジュタク ケン		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		0		19,991,119		33,955,315		0

																		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		37,349,932		その他補助金等-機構共通-16H07 ふるさと文化財の森-事業費		1,015,000		その他補助金等-放二-一般管理費[17H05 ﾀﾝﾊﾟｸ・千田]-その他[諸経費]		59,400																																		雑収入* ザツシュウニュウ		雑収入		0		17,614,016		9,412,927		130,464,973

																		運交金-加七-光源運転経費(PF)-光源第4グループ		56,160		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-ガス料		33,586,479		その他補助金等-放二-17H05 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		8,850,408																																		収見合* オサム ミアイ		収見合		166,646,695		4,462,840		96,276,285		23,449,159

																		運交金-加七-光源運転経費(26・リダ)-光源第7グループ		864,000		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J)-ガス料		818,298		その他補助金等-施設部-17H07 省ｴﾈ投資促進支援-設備費		1,212,000																																		目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		0		0		0		0

																		運交金-加七-光源運転経費(26・リダ)-共通経費		810,000		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-ガス料		55,866,589																																						共同研* キョウドウ ケン		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		2,922,089		13,930,930		0

																		運交金-加施設長-事務室経費(一般)-事務室		213,840		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		8,343,875																																						その他補助金等* タ ホジョキン トウ		その他補助金 タ ホジョキン		342,088,277		35,689,662		9,964,976		10,121,808

																		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		61,560		収見合-機構共通-光熱水料-ガス料		5,653,258																																								平均 ヘイキン		4,873,917,249		4,873,917,249		4,873,917,249		4,873,917,249

																		運交金-加四-加速器四系(一般)-加四系共通		15,552		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		4,952,686																																								計 ケイ		3,331,802,048		5,368,509,678		5,533,915,832		5,261,441,438		4,873,917,249

																		運交金-加三・四-B運転(B)-冷凍機		86,400																																														3,070,666,742		5,087,179,128		5,217,613,794		5,172,312,038

																		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		6,104,619				6,235,785,551				6,894,870,650																																						261,135,306		281,330,550		316,302,038		89,129,400		4,873,917,249

																		運交金-加三・四-B運転(B)-BT		1,987,200		Δ		117,255				0

																		運交金-加五-リニアック(PF)-低速陽電子4		734,400		長寿命化 チョウジュミョウ カ		972,513,509		長寿命化 チョウジュミョウ カ		1,186,558,824																																				プロジェクト　①修繕費 シュウゼン ヒ		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

																		運交金-加五-リニアック(PF)-共通4		3,817,800		プロジェクト		5,183,651,713		プロジェクト		5,666,197,409																																		運交金* ウンコウキン		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		263,101,284		147,092,355		133,115,250		190,362,640

																		運交金-加五-リニアック(PF)-マイクロ波4		809,460		対象外 タイショウガイ		79,620,329		対象外 タイショウガイ		42,114,417																																		施設整備* シセツ セイビ		施設整備費 シセツ セイビヒ		0		0		648,000		0

																		運交金-加五-リニアック(B)-マイクロ波1		23,760				6,235,785,551				6,894,870,650																																		先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		先端研究推進費		0		21,535,200		15,062,760		30,989,520

																		運交金-ミュオン-ミュオン(一般)-ミュオン共通		55,620																																										受託研* ジュタク ケン		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		0		3,408,480		9,572,040		0

																		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理		334,800																																										雑収入* ザツシュウニュウ		雑収入		0		0		997,650		959,040

																		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		2,641,529																																										収見合* オサム ミアイ		収見合		3,437,370		1,459,620		0		216,000

																		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		119,485,851																																										目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		0		0		0		0

																		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		4,725,648																																										共同研* キョウドウ ケン		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		2,278,800		0		0

																		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		192,291,384																																										その他補助金等* タ ホジョキン トウ		その他補助金 タ ホジョキン		0		1,495,800		3,583,440		1,271,400

																		運交金-J-PARC-低温(J)-物件費		164,160																																												平均 ヘイキン		207,646,662		207,646,662		207,646,662		207,646,662

																		運交金-J-PARC-中性子実験(J)-物件費・共通		885,600																																												計 ケイ		266,538,654		177,270,255		162,979,140		223,798,600		207,646,662

																		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		638,788,497																																														189,455,274		122,082,417		94,184,644		172,827,220

																		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		356,979																																														77,083,380		55,187,838		68,794,496		50,971,380		207,646,662

																		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		385,992

																		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		1,093,770																																												プロジェクト　⑬改修費 カイシュウ ヒ		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

																		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		1,695,449																																										運交金* ウンコウキン		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		518,400		0		447,600		5,292,000

																		運交金-J-PARC-MR運転(J)-共通		5,745,600																																										施設整備* シセツ セイビ		施設整備費 シセツ セイビヒ		0		0		0		0

																		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-下水道料		4,504,824																																										先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		先端研究推進費		0		0		0		6,048,000

																		運交金-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		1,634,234																																										受託研* ジュタク ケン		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		0		0		0		0

																		運交金-J-PARC-MR運転(J)-RF		213,624																																										雑収入* ザツシュウニュウ		雑収入		0		0		0		0

																		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		207,360																																										収見合* オサム ミアイ		収見合		0		0		0		0

																		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		12,796,644																																										目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		0		0		0		0

																		運交金-J-PARC-g-2(J)-物件費		25,920																																										共同研* キョウドウ ケン		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		0		0		0

																		運交金(復旧・復興)-J-PARC-高周波システム-MR		12,960,000																																										その他補助金等* タ ホジョキン トウ		その他補助金 タ ホジョキン		0		0		0		0

																		その他補助金等-放二-15H09 人材育成･ﾅﾉﾃｸCUPAL･足立-光熱水費		1,878,587																																												平均 ヘイキン		3,076,500		3,076,500		3,076,500		3,076,500

																		その他補助金等-放二-15H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		8,630,000																																												計 ケイ		518,400		0		447,600		11,340,000		3,076,500

																		その他補助金等-放二-15H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		23,685,275																																														518,400		0		447,600		11,340,000

																		その他補助金等-機構共通-15H08 ふるさと文化財の森-事業費		1,020,000																																														0		0		0		0		3,076,500

																		その他補助金等-機構共通-15H07 研究大学強化促進費-雑役務費[戦略推進部]		959,580

																		その他補助金等-加三・四-15s01 設備整備費･SKEKB[26補正]-大電力高周波移設及び調整		1,495,800																																												プロジェクト　①+⑬		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

																		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		48,870,000																																										運交金* ウンコウキン		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		263,619,684		147,092,355		133,562,850		195,654,640		184,982,382

																																																														施設整備* シセツ セイビ		施設整備費 シセツ セイビヒ		0		0		648,000		0		162,000

																		合計 ゴウケイ		6,984,246,486																																										先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		先端研究推進費		0		21,535,200		15,062,760		37,037,520

																		Δ		0																																										受託研* ジュタク ケン		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		0		3,408,480		9,572,040		0

																		長寿命化 チョウジュミョウ カ		2,491,302,927																																										雑収入* ザツシュウニュウ		雑収入		0		0		997,650		959,040

																		プロジェクト		4,419,616,530																																										収見合* オサム ミアイ		収見合		3,437,370		1,459,620		0		216,000

																		対象外 タイショウガイ		73,327,029																																										目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		0		0		0		0

																				6,984,246,486																																										共同研* キョウドウ ケン		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		2,278,800		0		0

																																																														その他補助金等* タ ホジョキン トウ		その他補助金 タ ホジョキン		0		1,495,800		3,583,440		1,271,400

																																																																平均 ヘイキン		210,723,162		210,723,162		210,723,162		210,723,162

																																																																計 ケイ		267,057,054		177,270,255		163,426,740		235,138,600		210,723,162

																																																																		189,973,674		122,082,417		94,632,244		184,167,220

																																																																		77,083,380		55,187,838		68,794,496		50,971,380		210,723,162



																																																																その他 タ		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

																																																														運交金* ウンコウキン		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		155,399,679		43,763,037		59,095,129		54,932,469

																																																														施設整備* シセツ セイビ		施設整備費 シセツ セイビヒ		0		0		0		0

																																																														先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		先端研究推進費		0		0		62,614		0

																																																														受託研* ジュタク ケン		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		0		0		0		0

																																																														雑収入* ザツシュウニュウ		雑収入		0		0		0		0

																																																														収見合* オサム ミアイ		収見合		28,416,904		30,237,581		20,791,354		27,982,468

																																																														目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		0		0		0		0

																																																														共同研* キョウドウ ケン		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		0		0		0

																																																														その他補助金等* タ ホジョキン トウ		その他補助金 タ ホジョキン		0		0		0		0

																																																																平均 ヘイキン		20,424,065		8,222,291		8,883,233		9,212,771

																																																																計 ケイ		183,816,583		74,000,618		79,949,097		82,914,937

																																																																		86,191,775		73,903,418		79,949,097		80,810,017

																																																																		97,624,808		97,200		0		2,104,920		0









①修繕費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	51009554	133122144	67310354	124712286	⑬改修費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	29572000	44638000	55146520	242831600	②点検保守費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	76931856	125918113	61882281	74312124	③運転監視費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4536000	4802400	4892400	4297200	④廃棄物処分費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	28992581	9566489	76002051	7703386	⑤緑地管理費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	37727640	44236260	47697984	37146600	⑥校地維持費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	9166500	20846970	7226280	2376000	⑦清掃費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	38203540	36926788	41087766	36949415	⑧警備費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	46431792	48870000	46656000	46656000	⑨電気代	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	1758474477	864780296	176142367	425951858	⑩上下水道費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	43163598	8329473	3562933	1682675	⑪ガス代	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	154067334	34866257	4952686	10021657	⑫増改築費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	759472850	125567320	29361000	535873474	計	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	3037749722	1502470510	621920622	1550514275	







維持管理費の推移



長寿命化	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	3037749722	1502470510	621920622	1550514275	プロジェクト	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	3331802048	5368509678	5533915832	5261441438	長寿命化平均値	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	1678163782.25	1678163782.25	1678163782.25	1678163782.25	プロジェクト平均値	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4873917249	4873917249	4873917249	4873917249	









修繕・改修費の推移



長寿命化	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	80581554	177760144	122456874	367543886	プロジェクト	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	267057054	177270255	163426740	235138600	長寿命化平均値	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	187085614.5	187085614.5	187085614.5	187085614.5	プロジェクト平均値	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	210723162.25	210723162.25	210723162.25	210723162.25	









長寿命化施設における

予算別　維持管理費の推移



運営費交付金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	2234307872	1224558014	536009319	759593478	施設整備費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	66204	5500	167351200	47242000	773129074	先端研究推進費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	1970600	1829736	受託研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	8083260	11426280	0	雑収入	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	241920	23304090	0	収見合	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	67128350	100256536	0	15961987	目的積立金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	73425000	0	0	0	共同研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	0	0	その他補助金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	843000	1979580	1968333	0	







プロジェクト施設における

予算別　維持管理費の推移



運営費交付金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	2630716786	1549099297	906403660	760134911	施設整備費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	192350290	0	648000	0	先端研究推進費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	3738730655	4463323739	4337270587	受託研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	19991119	33955315	0	雑収入	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	17614016	9412927	130464973	収見合	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	166646695	4462840	96276285	23449159	目的積立金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	0	0	共同研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	2922089	13930930	0	その他補助金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	342088277	35689662	9964976	10121808	







長寿命化施設における予算別

維持・改修費の推移



運営費交付金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	36645554	104904546	71396571	129104606	施設整備費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	43936000	45052720	47242000	237255600	先端研究推進費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	0	1183680	受託研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	3910140	1739880	0	雑収入	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	241920	1125090	0	収見合	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	23650818	0	0	目的積立金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	0	0	共同研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	0	0	その他補助金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	953333	0	







プロジェクト施設における予算別

修繕・改修費の推移



運営費交付金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	263619684	147092355	133562850	195654640	施設整備費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	648000	0	先端研究推進費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	21535200	15062760	37037520	受託研究費	平成26年度	平成2	7年度	平成28年度	平成29年度	0	3408480	9572040	0	雑収入	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	997650	959040	収見合	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	3437370	1459620	0	216000	目的積立金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	0	0	共同研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	2278800	0	0	その他補助金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	1495800	3583440	1271400	







修繕費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	292.48382700000002	339.77765599999998	189.456053	367.70197400000001	点検保守費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	403.595146	446.42616900000002	420.906003	362.09885300000002	運転監視費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	452.56319999999999	478.8288	480.44880000000001	414.460800000000	01	廃棄物処分費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	33.361820999999999	30.975757000000002	80.812146999999996	21.424747	緑地管理費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	42.331679999999999	50.196579999999997	50.983884000000003	42.010919999999999	校地維持費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	13.359059999999999	31.98123	15.957000000000001	8.4250799999999995	清掃費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	46.379047	45.680788	45.701177999999999	42.523316999999999	警備費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	46.431792000000002	48.87	46.655999999999999	46.655999999999999	電気代	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	3630.6443399999998	5153.6347239999996	4638.0546080000004	4421.0223749999996	上下水道費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	144.56357199999999	45.580157	53.002479000000001	42.278275999999998	ガス代	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	155.66429299999999	142.089305	101.735024	106.87984400000001	増改築費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	1270.334975	146.33233999999999	29.361000000000001	765.21686399999999	改修費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	36.019599999999997	23.872979999999998	82.594120000000004	254.17160000000001	







運営費交付金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	5020.4243370000004	2817.4203480000001	1501.508108	1574.660858	先端研究推進費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	3738.7306549999998	4465.3569530000004	4339.1003229999997	施設整備費補助金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	854.39579000000003	206.61688000000001	47.89	773.12907399999995	収見合	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	262.19194900000002	134.95695699999999	117.067639	67.393613999999999	受託研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年	度	0	28.074379	45.381594999999997	0	雑収入	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	17.855936	32.717016999999998	130.46497299999999	共同研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	2.9220890000000002	13.93093	0	目的積立金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	73.424999999999997	37.669241999999997	11.933309	0	その他補助金等	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	342.93127700000002	0	0	10.121808	







点検保守費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	403.595146	446.42616900000002	420.906003	362.09885300000002	修繕費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	292.48382700000002	339.77765599999998	189.456053	367.70197400000001	改修費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	36.019599999999997	23.872979999999998	82.594120000000004	254.17160000000001	増改築費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	1270.334975	146.33233999999999	29.361000000000001	765.21686399999999	







運営費交付金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	675.94763799999998	659.14419599999997	612.67416800000001	677.99049300000001	施設整備費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	894.57339000000002	202.36707999999999	47.370519999999999	773.12907399999995	先端研究推進費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	29.418659999999999	12.17592	268.30327999999997	受託研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	10.48194	13.62636	0	雑収入	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0.24192	25.695588000000001	19.392479999999999	収見合	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	80.158820000000006	50.021169	8.11998	9.1025639999999992	目的積立金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	73.424999999999997	0	0	0	共同研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	2.2787999999999999	0	0	その他補助金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	304.14229999999998	2.4553799999999999	2.6546400000000001	1.2714000000000001	







運営費交付金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	273.01399199999997	237.77601200000001	198.88914500000001	376.18577199999999	施設整備費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	894.57339000000002	202.36707999999999	47.370519999999999	773.12907399999995	先端研究推進費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	21.5352	5.5339200000000002	247.239824	受託研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	7.3186200000000001	4.7044800000000002	0	雑収入	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0.24192	25.695588000000001	19.392479999999999	収見合	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	79.497320000000002	33.806224	7.641	8.9392680000000002	目的積立金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	73.424999999999997	0	0	0	共同研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	2.2787999999999999	0	0	その他補助金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	304.14229999999998	1.4958	2.6546400000000001	1.2714000000000001	







光熱水費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	3930.8722049999997	5341.3041860000003	4792.7921109999997	4570.1804949999996	運転監視費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	452.56319999999999	478.8288	480.44880000000001	414.46080000000001	点検保守費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	403.595146	446.42616900000002	420.906003	362.09885300000002	その他維持管理費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	181.86339999999998	207.70435499999999	240.110209	161.040064	増改築費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成	29年度	1270.334975	146.33233999999999	29.361000000000001	765.21686399999999	修繕費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	292.48382700000002	339.77765599999998	189.456053	367.70197400000001	改修費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	36.019599999999997	23.872979999999998	82.594120000000004	254.17160000000001	







運営費交付金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	266.88485700000001	237.77601200000001	198.88914500000001	374.29444599999999	施設整備費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	76.197199999999995	59.303579999999997	47.370519999999999	237.25559999999999	先端研究推進費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	21.5352	5.5339200000000002	38.221200000000003	受託研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	7.3186200000000001	4.7044800000000002	0	雑収入	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0.24192	3.516588	0.95904	収見合	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	11.234970000000001	33.700704000000002	7.641	8.9392680000000002	共同研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	2.2787999999999999	0	0	その他補助金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	1.4958	2.6546400000000001	1.2714000000000001	







建築	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	45	44	604	383	541	電気	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	383	598	1356	2088	1501	機械	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	297	383	345	370	328	







◀19.6億



まとめ (2)

				平成26年度 ヘイセイ ネンド				平成27年度 ヘイセイ ネンド				平成28年度 ヘイセイ ネンド				平成29年度 ヘイセイ ネンド				平成30年度 ヘイセイ ネンド				維持管理費全体 イジ カンリヒ ゼンタイ								（単位：円） タンイ エン						維持管理費の二分類 イジ カンリヒ ニ ブンルイ

		運交金(復旧・復興)-加三・四-冷却水設備-KEKB		94,608,000		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用-共通(PF推)		1,339,200		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		896,400		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		11,404,800		先端研究推進費-放射セ-加速器安全(J)-放射性廃棄物処理関係		3,503,520						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド								平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		2,411,640		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料		504,433,094		先端研究推進費-施設部-S-KEKB関連設備(B)-物件費		1,879,200		先端研究推進費-素核研-Belle(B)-物件費・シリコン検出器		76,680		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		2,697,972,965				①修繕費 シュウゼンヒ		367,291,647		349,635,236		254,380,253		406,769,354						長寿命化 チョウジュミョウ カ										3,037,749,722		1,502,470,510		621,920,622		1,753,345,875		1,728,871,682

		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-シスコミ		1,391,040		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-上水道料		8,192,890		先端研究推進費-施設部-PF関連設備（PF)-物件費		766,800		先端研究推進費-素核研-Belle(B)-物件費・IR		25,920		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-上水道料		42,579,336				⑬改修費 カイシュウヒ		281,427,470		320,272,596		334,099,522		491,550,949						プロジェクト										3,331,802,048		5,368,509,678		5,533,915,832		5,261,441,438		4,873,917,249

		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-モニタ		949,320		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-ガス料		42,618,733		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-電気料		647,545,087		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料		2,095,896,894		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-下水道料		9,320,075				②点検保守費 テンケン ホシュ ヒ		524,959,056		599,944,513		537,438,681		484,475,724						長寿命化平均値 チョウジュミョウカ ヘイキンチ										1,728,871,682		1,728,871,682		1,728,871,682		1,728,871,682

		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-入出射		842,400		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J推)-電気料		58,814,761		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-上水道料		8,092,250		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-上水道料		23,267,809		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		96,875,325				③運転監視費 ウンテン カンシ ヒ		8,905,240		26,211,668		9,702,496		18,018,561						プロジェクト平均値 ヘイキンチ										4,873,917,249		4,873,917,249		4,873,917,249		4,873,917,249

		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費・一次ライン		5,077,944						先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-下水道料		4,811,083		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-下水道料		10,955,689		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(29・B)-電気料		480,518,858				④廃棄物処分費 ハイキブツ ショブンヒ		33,596,621		15,526,809		79,287,951		12,567,706																6,369,551,770		6,870,980,188		6,155,836,454		7,014,787,313

		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		180,943,146		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料		1,438,181,711		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J)-電気料		65,929,628		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料		95,762,062		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-超伝導マグネット		29,160				⑤緑地管理費 リョクチ カンリヒ		41,920,200		51,120,720		56,428,704		43,195,680

		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		5,099,436		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-上水道料		12,122,819		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J)-上水道料		676,091		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-超伝導マグネット		394,200		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-RFシステム		84,240				⑥校地維持費 コウチ イジヒ		17,342,007		29,600,970		11,839,692		7,949,902						対象外 タイショウガイ										183,816,583		74,000,618		79,949,097		82,914,937

		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		110,676,996		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-下水道料		6,475,450		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J)-下水道料		463,668		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-モニター		367,200		先端研究推進費-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		1,280,340				⑦清掃費 セイソウヒ		38,203,540		36,926,788		41,087,766		36,949,415

		運交金-加五-リニアック(B運営)-加速管1		982,800		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料		63,206,532		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-電気料		1,901,841,321		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-マグネット		173,880		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		87,382,912				⑧警備費 ケイビヒ		1,918,601,655		4,337,724,428		4,508,568,241		4,041,726,517				66,772		長寿命化 　㎡/円 チョウジュミョウ カ エン										45,500		22,500		9,300		26,300		25,900

		運交金-加五-リニアック(PF)-共通2		3,514,320		先端研究推進費-加七-光源運転経費-光源第5グループ(PF推)		421,200		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-上水道料		17,157,757		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-KEKB共通		7,614,000		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-建築		6,339,168				⑨電気代 デンキダイ		1,859,874,451		902,030,980		225,581,913		466,547,459				166,298		プロジェクト 　㎡/円										20,000		32,300		33,300		31,600		29,300

		運交金-加三・四-B運転(B運営)-KEKB共通		1,367,820		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-マグネット(B設)		1,596,240		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-下水道料		10,547,840		先端研究推進費-加五-リニアック(B)-共通2		11,622,960		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-機械		107,848,908				⑩上下水道費 ジョウゲスイドウ ヒ		44,760,557		115,552,521		100,462,526		98,540,862

														先端研究推進費-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		3,081,564		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		1,187,927,855				⑪ガス代 ダイ		656,494,659		34,866,257		4,952,686		239,365,047

		運交金-加三・四-B運転(B運営)-RFシステム		91,800		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-マグネット(B推)		99,360		先端研究推進費-加七-光源運転経費(PF)-光源第5グループ		1,544,400		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気		73,162,944		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		1,603,824				⑫増改築費 ゾウカイチク ヒ		759,472,850		125,567,320		56,361,000		535,873,474																						（円） エン

		運交金-加七-PS維持(大強度)-物件費		81,000		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-RFシステム(B設)		995,760		先端研究推進費-加七-光源運転経費(PF)-光源第1グループ		149,040		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-機械		151,511,700		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		682,560				計 ケイ		6,552,849,953		6,944,980,806		6,220,191,431		6,883,530,650						長寿命化 チョウジュミョウカ		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		運交金-加七-光源運転経費(PF)-共通経費		1,944,000		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-KEKB共通(B推)		4,276,800		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-KEKB共通		10,994,400		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		1,655,008,684		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		16,353,360																		①修繕費 シュウゼンヒ		148,506,447		100,627,528		59,530,520		38,313,790		51,009,554		133,122,144		67,310,354		124,712,286		79,333,790		852,529,728

		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		56,913,572		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料		1,557,214,178		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-BT		988,200		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		1,160,521		先端研究推進費-J-PARC-ミュオン実験(J)-物件費		0				維持管理費全体（事項整理・並べ替え後） イジ カンリヒ ゼンタイ ジコウ セイリ ナラ カ ゴ								（単位：円） タンイ エン						⑬改修費（営繕費） カイシュウヒ エイゼン ヒ		0		61,000,000		61,000,000		6,626,800		29,572,000		44,638,000		40,000,000		242,831,600		40,000,000		11%

		運交金-管理局-物件費(一般)-研究協力課		15,660		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料		844,822		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		1,692,578,693		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		239,760		先端研究推進費-J-PARC-ミューオン(J)-物件費・Bライン		0						平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド						⑬改修費（自己財） カイシュウヒ ジコザイ		0		0		0		0		0		0		7,904,520		5,576,000		925,520

		運交金-管理局-物件費(一般)-主計課		63,990						先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		1,351,035		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		8,170,200		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-真空		149,040				①修繕費 シュウゼンヒ		393,105,247		384,651,116		254,380,253		406,769,354						⑬改修費（その他補助金） カイシュウヒ タ ホジョキン										0		0		7,242,000		197,255,600		0

										先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		523,800		先端研究推進費-J-PARC-ミュオン実験(J)-物件費		272,160		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・二次ライン		3,773,700				⑬改修費 カイシュウヒ		251,236,880		279,685,332		291,772,060		418,520,269						②点検保守費 テンケン ホシュ ヒ										76,931,856		125,918,113		61,882,281		74,312,124		37,473,062

		運交金-管理局-物件費(一般)-総務課		31,320		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費・実験室設備(J推)		363,960		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		619,920		先端研究推進費-J-PARC-ミューオン(J)-物件費・Bライン		86,270,400		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・TS冷却水		5,140,800				⑥校地維持費 コウチ イジヒ		17,087,991		33,431,082		12,066,492		7,685,302						③運転監視費 ウンテン カンシ ヒ										4,536,000		4,802,400		4,892,400		4,297,200		5,308,200

		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		2,580,120		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J設)		2,447,280		先端研究推進費-J-PARC-ミュオン実験(J)-物件費		3,996,000		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・放射線・安全		93,312		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・一次ライン		291,600				⑫増改築費 ゾウカイチク ヒ		759,991,250		125,567,320		56,808,600		547,213,474						④廃棄物処分費 ハイキブツ ショブンヒ										28,992,581		9,566,489		76,002,051		7,703,386		4,866,073

		運交金-機構共通-ILC準備室(裁量)-物件費		15,660		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)		6,742,245		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		537,330		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・二次ライン		1,034,496		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-制御		142,560				②点検保守費 テンケン ホシュ ヒ		348,761,646		422,911,777		375,672,663		557,506,404						⑤緑地管理費 リョクチ カンリヒ										37,727,640		44,236,260		47,697,984		37,146,600		35,063,280

		運交金-機構共通-研究支援戦略推進部(裁量)-物件費		30,780		先端研究推進費-J-PARC-ミュオン実験-物件費(J推)		1,798,200		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・ND		24,840		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・一次ライン		280,044		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-ＲＦ		4,968,000				③運転監視費 ウンテン カンシ ヒ		214,926,040		243,831,668		228,942,496		18,018,561						⑥校地維持費 コウチ イジヒ		13,594,350		4,843,650		15,431,850		15,431,850		9,166,500		20,846,970		7,226,280		2,376,000		3,690,900

		運交金-機構共通-自動ドア不正侵入対策(裁量)-物件費		515,160		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・放射線・安全(J推)		4,995,734		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		125,280		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-高繰り返し偏向電磁石電源		93,815,820		収見合-放一・二-施設利用料-構造生物		37,800				⑤緑地管理費 リョクチ カンリヒ		41,920,200		51,402,600		56,253,204		43,460,280						⑦清掃費 セイソウヒ										38,203,540		36,926,788		41,087,766		36,949,415		37,962,274

		運交金-機構共通-東海運営費(一般)-物件費		16,200		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・二次ライン(J推)		5,118,120		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-ＲＦ		98,280		先端研究推進費-J-PARC-Hライン(J)-物件費		7,436,624		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		2,376,000				④廃棄物処分費 ハイキブツ ショブンヒ		33,963,821		15,244,929		79,042,251		12,567,706						⑧警備費 ケイビヒ										46,431,792		48,870,000		46,656,000		46,656,000		50,780,520

		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		2,484,000		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・共通(J推)		1,391,450		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		947,244		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		1,311,120		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		6,951,032				⑦清掃費 セイソウヒ		38,457,556		37,346,476		41,282,166		36,949,415						⑨電気代 デンキダイ										1,758,474,477		864,780,296		176,142,367		425,951,858		624,294,356

		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		334,724,700		先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・ν生成(J推)		127,440		収見合-放一・二-施設利用料-小角散乱		5,940		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		7,720,437		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		1,443,090				⑧警備費 ケイビヒ		1,918,601,655		4,337,724,428		4,508,568,241		4,041,726,517						⑩上下水道費 ジョウゲスイドウ ヒ										43,163,598		8,329,473		3,562,933		1,682,675		1,744,931

		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		214,070,560		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-入出射(J推)		312,876		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		6,982,434		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		1,837,818		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-備品・消耗品・雑役務費		16,200				⑨⑩⑪光熱水費 コウネツスイヒ		2,561,129,667		1,052,449,758		330,997,125		804,453,368						⑪ガス代 ダイ										154,067,334		34,866,257		4,952,686		10,021,657		862,015

		運交金-施設部-交流センター自動ドア補修(裁量)-物件費		245,160		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-電磁石(J推)		861,624		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		1,877,177		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-備品・消耗品・雑役務費		303,264		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		10,053,720				計 ケイ		6,579,181,953		6,984,246,486		6,235,785,551		6,894,870,650						⑫増改築費 ゾウカイチク ヒ										759,472,850		125,567,320		29,361,000		535,873,474		1,098,000

		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		11,701,800		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-制御(J推)		334,800		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-備品・消耗品・雑役務費		1,924,560		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		7,367,004		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		10,889,143																		計 ケイ		162,100,797		166,471,178		135,962,370		60,372,440		3,037,749,722		1,502,470,510		621,920,622		1,753,345,875		923,402,921		7,838,889,650

		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		52,365,920		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-真空(J推)		74,520		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		1,599,480		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		9,859,705		収見合-機構共通-光熱水料-電気料		30,032,400																																		（円） エン		（円） エン

		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		45,239,850		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-シスコミ(J推)		8,273,232		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-施設維持費		63,828		収見合-機構共通-高濃度PCB処理関連経費-事業費[特別]		962,388		収見合-機構共通-光熱水料(遅延損害金等・先端B)-電気料		15,671																		プロジェクト		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		1,855,980		先端研究推進費-J-PARC-MR運転-RF(J推)		186,840						収見合-機構共通-光熱水料-電気料		14,999,599		収見合-機構共通-PF運転経費[産業利用促進日]-電気料		7,197,200																		①修繕費 シュウゼンヒ		286,762,280		152,010,432		161,107,590		92,169,651		266,538,654		177,270,255		162,979,140		223,798,600		288,623,727		2,381,126,447

		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		3,933,360		先端研究推進費-J-PARC-K1.8-物件費(J推)		363,960		収見合-機構共通-光熱水料-電気料		80,549,796		収見合-機構共通-光熱水料(遅延損害金等・先端B)-電気料		26,590		収見合-J-PARC-低温経費-物件費		8,250,120																		②点検保守費 テンケン ホシュ ヒ										245,514,250		272,662,976		291,280,182		246,191,933		206,266,730		9%

		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		2,409,372		収見合-放一・二-施設利用料-放射光		3,985,200		収見合-機構共通-光熱水料-上水道料		850,589		収見合-J-PARC-進入路設計費-設計費		894,240		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		40,000,000																		③運転監視費 ウンテン カンシ ヒ										448,027,200		474,026,400		475,556,400		410,163,600		467,135,640

		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		1,441,800		収見合-放一・二-施設利用料-XAFS		255,420		収見合-機構共通-光熱水料-下水道料		587,320		収見合-J-PARC-光熱水料-電気料		17,107,352		施設整備-施設部-[大穂]ライフライン再生[特高]-付帯事務費		824,000																		④廃棄物処分費 ハイキブツ ショブンヒ										4,369,240		21,409,268		4,810,096		13,721,361		13,957,993

		運交金-素核研-理論センター(一般)-物件費・共通		349,650		収見合-放一・二-施設利用料-BL_2		820,800		収見合-J-PARC-光熱水料[東海]-電気料		8,629,382		収見合-J-PARC-光熱水料(遅延損害金等・先端J)-電気料		5,004,097		雑収入-機構共通-科研間接・機構共通-光熱水料		138,492,144																		⑤緑地管理費 リョクチ カンリヒ										972,000		1,247,400		245,700		2,153,520		2,808,000

		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		2,985,660		収見合-施設部-樹木伐採経費(K裁量)-工事費		496,800		受託研費-放二-16Ｄ09 文科省・光ﾋﾞｰﾑPF・野村-光熱水料		151,200		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		40,000,000		雑収入-機構共通-その他収入-光熱水料		1,374,592																		⑥校地維持費 コウチ イジヒ		2,688,000		399,000		123,900		123,900		928,800		853,200		4,678,560		5,983,200		1,707,642

		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		8,285,760		収見合-施設部-工事雑役・東海-電気		907,740		受託研費-放二-14D31 JST･SIP先端計測･木村-光熱水料		1,836,000		施設整備-施設部-[東海]J-PARCビーム増強施設-付帯事務費		157,000		雑収入-加六-COI棟整備(科間・M裁量)-物件費		0																		⑦清掃費 セイソウヒ										5,651,547		7,400,436		3,270,972		5,573,902		5,547,820

		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		801,576		収見合-施設部-工事雑役・東海-建築		105,520		受託研費-放二-14D31 JST･SIP先端計測･木村-その他		402,840		施設整備-施設部-[東海]J-PARCビーム増強施設-施設整備費		535,716,474		雑収入-J-PARC-科研間接・J-PARC-光熱水料		0																		⑧警備費 ケイビヒ										0		0		0		0		0

		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造生物準備室		119,880		収見合-施設部-工事雑役・東海-機械		2,713,608		受託研費-施設部-日光実験棟ｸﾚｰﾝ(間接・K裁量)-事業費		1,825,200		施設整備-施設部-[大穂]基幹・環境整備[防水]-施設整備費		100,055,600		雑収入-機構共通-[助]科研間接・機構共通-光熱水料		22,404,952																		⑨電気代 デンキダイ										1,857,894,867		4,275,225,755		4,450,184,925		3,981,952,997		4,679,771,390

		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-生命科学GL留置		1,450,440		収見合-施設部-工事雑役・つくば-電気		4,920,692		受託研費-施設部-構内道路･標示補修(間接･K裁量)-事業費		1,500,000		施設整備-施設部-[大穂]ライフライン再生[電設]-施設整備費		97,200,000		運交金-放射セ-放射線安全(一般)-放射線安全共通		0																		⑩上下水道費 ジョウゲスイドウ ヒ										93,765		32,588,723		44,537,633		35,456,873		53,611,695

		運交金-放射セ-加速器安全経費(大強度)-放射性廃棄物保管棟関係費		2,978,640		収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		13,397,400		受託研費-施設部-垣根剪定(間接・K裁量)-事業費		658,800		雑収入-機構共通-科研間接・機構共通-光熱水料		18,144,840		運交金-放射セ-環境安全(一般)-環境管理		0																		⑪ガス代 ダイ										0		105,825,265		95,924,624		95,762,062		96,875,325

		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		61,000,000		収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		9,117,843		受託研費-施設部-つくば・防火ｼｬｯﾀｰ(間接・K裁量)-事業費		2,376,000		雑収入-機構共通-その他収入-光熱水料		891,912		運交金-放射セ-環境安全(PF)-環境管理		839,305																		⑫増改築費 ゾウカイチク ヒ										501,293,325		0		0		229,343,390		1,242,000

		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		8,888,400		収見合-施設部-機構西側境界ﾌｪﾝｽ経費(K裁量)-工事費		2,664,360		受託研費-施設部-ATFﾃﾝﾄ倉庫膜張替(間接・K裁量)-事業費		4,968,000		雑収入-加六-COI棟整備(科間・M裁量)-物件費		19,392,480		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-放射線集中監視システム維持		16,200																		⑬改修費（営繕費） カイシュウヒ エイゼン ヒ		0		0		0		54,373,200		0		0		0		0		0

		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		6,230,598		収見合-施設部-安衛室駐輪場取設(K裁量)-事業費		615,600		受託研費-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		22,396,075		雑収入-J-PARC-科研間接・J-PARC-光熱水料		58,616,613		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-放射線安全管理業務整備・維持		11,826																		⑬改修費（自己財） カイシュウヒ ジコザイ		0		0		0		0		518,400		0		447,600		11,340,000		6,146,037

		収見合-放一・二-施設利用料-BL_2		393,120		収見合-施設部-タイ王女来訪(K裁量)-事業費		2,312,280				0		雑収入-J-PARC-[助]科研間接・J-PARC-光熱水料		33,419,128		運交金-放射セ-環境安全(PF)-業務関連経費		7,344																		⑬改修費（その他補助金） カイシュウヒ タ ホジョキン										0		0		0		0		5,859,000

		収見合-放一・二-施設利用料-構造生物		3,044,250		収見合-施設部-エコアイデア(K裁量)-事業費		5,122,440		受託研費-管理局-納管ｾﾝﾀｰ改修費(間接・K裁量)-改修費		1,739,880		運交金-放射セ-放射線安全(一般)-放射線安全共通		885,600		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-生命科学GL留置		200,880																		計 ケイ		289,450,280		152,409,432		161,231,490		146,666,751		3,331,802,048		5,368,509,678		5,533,915,832		5,261,441,438		5,829,552,999		25,325,221,995

		運交金(復旧・復興)-先端-冷却水冷凍機-ATF		19,764,000		収見合-施設部-3号館外壁改修(K裁量)-工事費		8,586,000		受託研費-J-PARC-加速器運転準備棟(間接･K裁量)-建設費		7,527,600		運交金-放射セ-環境安全(一般)-環境管理		1,049,220		運交金-放一・二-放射光(一般)-PF共通		1,108,620																																		（円） エン		（円） エン

		運交金-加三・四-B高度化・KEKB(裁量)-KEKB共通		427,680		収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		5,434,830		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		40,000,000		運交金-放射セ-環境安全(PF)-環境管理		1,038,248		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-施設工事		5,042,520																		その他 タ		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド

		運交金-J-PARC-事故対策経費(25・大強度)-ハドロンホール施設改修		6,261,975		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		7,205,823		施設整備-施設部-[大穂]ライフライン再生（電設）-施設整備費		7,242,000		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-放射線集中監視システム維持		124,200		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通管理		229,462																		①修繕費 シュウゼンヒ										49,743,439		39,242,837		24,090,759		58,258,468		33,137,360

		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費・二次ライン		960,120		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		694,861		施設整備-加五-SKEKB実験研究[H28補正]-リニアック[マイクロ波5]		648,000		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-放射線安全管理業務整備・維持		1,081,080		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		1,045,764																		②点検保守費 テンケン ホシュ ヒ										6,341,220		2,971,620		2,819,340		2,527,416		7,991,520

		運交金-J-PARC-ハドロン設備改修(大強度)-ハドロン実験ホール改修費[補填]		1,823,040		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		2,852,793		雑収入-素長-科研間接・素核研-所長		997,650		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-共通経費		328,698		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		487,080																		③運転監視費 ウンテン カンシ ヒ										0		0		0		0		164,160

		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費・測量		255,960		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		4,994,676		雑収入-機構共通-広報室(科間・K裁量)-引っ越し経費		459,810		運交金-放一・二-放射光(一般)-PF共通		172,800		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		451,575																		④廃棄物処分費 ハイキブツ ショブンヒ										0		0		0		0		0

		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-共通		486,000		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		9,054,598		雑収入-機構共通-科研間接・機構共通-光熱水料		7,243,744		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-物質化学GL留置		108,000		運交金-物長-PF実験施設長裁量経費(一般)-物件費		72,360																		⑤緑地管理費 リョクチ カンリヒ										3,632,040		4,712,920		3,040,200		2,710,800		1,561,680

		運交金-素核研-Belle(B運営)-物件費・KLミュー測定器		409,320		収見合-機構共通-施設利用料-高度化課金		3,003,220		雑収入-機構共通-メール室拡大(科間・K裁量)-工事経費		430,920		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通管理		248,400		運交金-日米-早野・物件費・国内-先端加速器・STF基盤		1,987,200																		⑥校地維持費 コウチ イジヒ										3,263,760		6,031,260		4,052,160		65,880		953,100

		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-タンパク		14,040		収見合-機構共通-光熱水料-電気料		40,622,557		雑収入-機構共通-その他収入-光熱水料		1,171,533		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		1,478,952		運交金-日米-早野・物件費・国内-先端加速器・ATF/ATF2		820,800																		⑦清掃費 セイソウヒ										2,523,960		1,353,564		1,342,440		0		86,400

		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		23,310		収見合-機構共通-運動施設経費(K裁量)-工事費		4,879,656		雑収入-管理局-人事労務課(科間・K裁量)-筑波実験棟前東屋柱修理		196,560		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		594,000		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		1,437,480																		⑧警備費 ケイビヒ										0		0		0		0		0

		運交金-加五-リニアック(B運営)-マイクロ波1		73,440		収見合-機構共通-タイ王女来訪(K裁量)-物件費		97,200		雑収入-管理局-情報基盤管理室(科間・K裁量)-事務電算		37,800		運交金-物長-所長裁量経費(一般)-物件費		48,600		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-冷凍機維持経費		10,130,400																		⑨電気代 デンキダイ										14,274,996		13,628,673		11,727,316		13,117,520		49,580,191

		運交金-加六-加速器六系(一般)-加六系共通		3,456		収見合-管理局-企画課-物件費		95,040		雑収入-J-PARC-加速器運転準備棟(助間･K裁量)-建設費		22,179,000		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		78,840		運交金-素核研-回路倉庫経費(一般)-物件費		35,640																		⑩上下水道費 ジョウゲスイドウ ヒ										101,306,209		4,661,961		4,901,913		5,138,728		5,837,237

		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		38,373,640		受託研費-放二-間接・SIP[木村]-設備費		1,572,480		共同研-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		10,115,930		運交金-日米-早野・物件費・国内-先端加速器・STF基盤		1,730,160		運交金-素長-素核研共通(一般)-物件費		318,600																		⑪ガス代 ダイ										1,596,959		1,397,783		974,969		1,096,125		1,097,790

		運交金-先端-測定器開発・物件費(先端)-クリーンルーム		52,920		受託研費-放二-14D31 産総研･SIP先端計測･木村-設備費		1,836,000		共同研-機構共通-運営共通経費-光熱水料		3,815,000		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		2,229,120		運交金-素核研-低温(一般)-物件費		27,000																		⑫増改築費 ゾウカイチク ヒ										1,134,000		0		0		0		8,250,120

		運交金-J-PARC-一次陽子(大強度)-物件費		282,960		受託研費-先端-国際科学ｲﾉﾍﾞ拠点(間接・K裁量)-事業費		1,702,080		運交金-放射セ-環境安全(一般)-環境安全共通		19,980		運交金-低温セ-ヘリウム経費(一般)-保守費		19,440,000		運交金-素核研-実験室安全(一般)-物件費		1,167,750																		⑬改修費 カイシュウヒ										0		0		27,000,000		0		1,530,360

		運交金-J-PARC-一次陽子(大強度)-物件費・実験室設備		393,760		受託研費-施設部-構内道路･標示補修(間接･K裁量)-事業費		1,215,000		運交金-放射セ-環境安全(PF)-業務関連経費		473,054		運交金-素長-素核研共通(一般)-物件費		81,000		運交金-素核研-メカニカルE(一般)-物件費		20,196																		計 ケイ		0		0		0		0		183,816,583		74,000,618		79,949,097		82,914,937		110,189,918

		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-ＲＦ		554,040		受託研費-機構共通-東海C運営費(間接)-物件費		554,580		運交金-放射セ-環境安全(PF)-業務委託		45,198,000		運交金-素核研-低温(一般)-物件費		17,280		運交金-素核研-エレクトロS(一般)-物件費		41,040

		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-制御		42,120		受託研費-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		16,540,127		運交金-放射セ-環境安全(PF)-環境管理		612,268		運交金-素核研-実験室安全(一般)-物件費		1,823,040		運交金-素核研-Belle(B)-物件費・低温		1,046,520																												6,553,368,353		6,944,980,806		6,235,785,551		7,097,702,250		6,863,145,838

		運交金-J-PARC-一般安全(大強度)-物件費		162,000		受託研費-機構共通-一般管理費[15D39 ポスト京]-光熱水料		1,089		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-放射線安全管理業務整備・維持		125,280		運交金-素核研-エレクトロS(一般)-物件費		368,928		運交金-素核研-Belle(B)-物件費・実験室安全		518,400

		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-物質化学GL留置		79,920		受託研費-機構共通-一般管理費[15D22 スパコン]-光熱水料		24,437		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-共通経費		632,880		運交金-先端-測定器開発・物件費(先端)-その他		17,280		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-保守費		689,040																		施設に関する維持管理費（保守点検費用は除く） シセツ カン イジ カンリヒ ホシュ テンケン ヒヨウ ノゾ																		（円） エン

		運交金-加三・四-B運転(B運営)-常伝導空洞		399,600		受託研費-機構共通-一般管理費[15D08 分子動画]-光熱水料		16,986		運交金-放射セ-加速器安全(J)-放射性廃棄物処理関係		7,126,012		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-保守費		54,000		運交金-施設部-老朽化施設再生(一般)-物件費		18,604,040																		①+⑥+⑬営+⑬自 エイ ジ		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

		運交金-放射セ-加速器安全(B運営)-放射線管理業務委託		165,240		受託研費-機構共通-KEKB女子トイレ経費(間接･K裁量)-工事費		4,611,600		運交金-放一・二-放射光(一般)-PF共通		486,000		運交金-施設部-老朽化対策経費(一般)-冷却水ポンプ更新費		12,744,000		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		2,228,094																		長寿命化 チョウジュミョウ カ		162,100,797		166,471,178		135,962,370		60,372,440		89,748,054		198,607,114		122,441,154		375,495,886		123,950,210		182,048,484

		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		1,161,899		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		100,265,680		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		1,462,536		運交金-施設部-老朽化対策経費(一般)-特別高圧関連設備修理費		5,130,000		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		3,709,260																		プロジェクト		289,450,280		152,409,432		161,231,490		146,666,751		267,985,854		178,123,455		168,105,300		241,121,800		296,477,406		230,362,763

		運交金-放射セ-環境安全(PF)-水質検査		802,600		施設整備-施設部-[東海]基幹・環境整備-付帯事務費		2,032,600		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-ロボット開発		0		運交金-施設部-老朽化対策経費(一般)-管理棟防水経費		6,143,040		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		1,948,633																		長寿命化平均値 チョウジュミョウカ ヘイキンチ		159,461,023		159,461,023		159,461,023		159,461,023		159,461,023		159,461,023		159,461,023		159,461,023		159,461,023

		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-STF基盤		1,038,960		施設整備-施設部-[東海]基幹・環境整備-施設整備費		104,318,600		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-タンパク		15,660		運交金-施設部-老朽化対策経費(一般)-AR西棟チラー更新費		13,300,200		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		49,522,806																		プロジェクト平均値 ヘイキンチ		201,515,186		201,515,186		201,515,186		201,515,186		201,515,186		201,515,186		201,515,186		201,515,186		201,515,186

		運交金-J-PARC-放射線(大強度)-放射線廃棄物処理		23,232,872		雑収入-機構共通-科研間接・機構共通-光熱水料		6,284,206		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		498,960		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		2,126,736		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築[裁量]		2,025,000																		計 ケイ		451,551,077		318,880,610		297,193,860		207,039,191		357,733,908		376,730,569		290,546,454		616,617,686		420,427,616		412,411,247

		運交金-施設部-樹木伐採経費(裁量)-物件費		501,120		雑収入-機構共通-育児支援室経費(科間･K裁量)-物件費		241,920		運交金-日米-先端加速器・早野(日米)-物件費・国内・クライオ		388,800		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		3,370,680		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		50,734,033

		その他補助金等-施設部-14H08 ｲﾉﾍﾞ施設・早野[25繰越]-利用促進化推進棟・工事費		305,878,100		雑収入-機構共通-その他収入-光熱水料		1,643,098		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-冷凍機維持経費		9,526,032		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		2,129,328		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		15,784,038																		施設に関する維持管理費（保守点検費用は除く） シセツ カン イジ カンリヒ ホシュ テンケン ヒヨウ ノゾ

		その他補助金等-機構共通-14H10 ふるさと文化財の森-事業費		843,000		雑収入-機構共通-[助]科研間接・機構共通-光熱水料		9,686,712		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		1,712,880		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		47,336,832		運交金-施設部-垣根剪定経費[裁量]-物件費		484,920																		①+⑥+⑬営+⑬自 エイ ジ		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		200,425		共同研-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		416,107		運交金-素核研-理論センター(一般)-物件費・共通		128,304		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		66,053,757		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		195,282,934																		新たな財源確保分 アラ ザイゲン カクホ ブン		116,000,000		116,000,000		116,000,000		116,000,000		116,000,000		116,000,000		116,000,000		116,000,000				116,000,000

		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		641,966		共同研-機構共通-運営共通経費-光熱水料		227,182		運交金-素核研-エレクトロS(一般)-物件費		432,000		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		21,809,777		運交金-施設部-運転(B・PF)-建築		0																		全体 ゼンタイ		451,551,077		318,880,610		297,193,860		207,039,191		357,733,908		376,730,569		290,546,454		616,617,686		420,427,616		360,646,237																												整備需要（百万円） セイビ ジュヨウ ヒャクマン エン

		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		3,325,939		共同研-加七-15C217 トヤマ・小林-研究費		2,278,800		運交金-素核研-Belle(一般)-物件費(K裁量)		838,080		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		211,635,225		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		312,358,966																		全体平均値 ゼンタイ ヘイキンチ		360,646,237		360,646,237		360,646,237		360,646,237		360,646,237		360,646,237		360,646,237		360,646,237		360,646,237																																平成30年度 ヘイセイ ネンド		平成31年度 ヘイセイ ネンド		平成32年度 ヘイセイ ネンド		平成33年度 ヘイセイ ネンド		平成34年度 ヘイセイ ネンド

		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		108,000		運交金-放射セ-環境安全(一般)-環境安全共通		587,065		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-保守費		334,800		運交金-施設部-運転(B・PF)-建築		3,926,800		運交金-施設部-テントハウス補修費[裁量]-物件費		20,085,840																																																																建築 ケンチク		45		44		604		383		541

		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		559,872		運交金-放射セ-環境安全(PF)-研究開発		1,158,850		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		1,971,000		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		332,708,954		運交金-施設部-PF特高復旧費(一般)-物件費		864,000																																				413,786,086																												電気 デンキ		383		598		1,356		2,088		1,501

		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		10,160,888		運交金-放射セ-環境安全(PF)-業務委託		43,740,000		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		3,084,480		運交金-共通施設長-老朽化対策経費(一般)-RI排水処理施設補修費		4,212,000		運交金-施設部-PCB変圧器更新費[特別]-物件費		16,600,000																																																																機械 キカイ		297		383		345		370		328

		運交金-管理局-物件費(一般)-警備費[共通]		46,431,792		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-共通経費		57,240		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		3,125,034		運交金-共通施設長-共通経費(一般)-放射線科学センター		252,504		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-大型ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ研究共同利用経費		280,800																																																																合計 ゴウケイ		725		1,025		2,305		2,841		2,370

		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		1,757,730,797		運交金-放射セ-加速器安全(J)-出入管理システム維持		107,946		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		41,405,846		運交金-共通施設長-共通経費(一般)-計算科学センター		15,444		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		3,186,000

		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		9,330,001		運交金-放射セ-加速器安全(J)-サーベイメータ等維持		109,080		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		60,557,864		運交金-機構共通-広報室(一般)-物件費		114,480		運交金-共通施設長-共通経費(一般)-放射線科学センター		146,880

		その他補助金等-放二-14H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		27,905,177		運交金-放一・二-放射光(一般)-PF共通		882,360		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		10,620,389		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		410,952,259		運交金-共通施設長-老朽化対策経費(一般)-RI排水設備更新		38,750,400

		その他補助金等-放二-14H03 共用促進･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		8,140,000		運交金-放一・二-施設利用料(一般)-放射光		4,039,740		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		229,034,576		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		1,087,966		運交金-機構共通-免震対策経費[特別]-物件費		1,887,840

		収見合-機構共通-光熱水料-電気料		161,193,731		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-生命科学GL留置		198,720		運交金-施設部-運転(B・PF)-建築		3,186,000		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		594,709		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		483,829,257																		施設に関する維持管理費（保守点検費用は除く） シセツ カン イジ カンリヒ ホシュ テンケン ヒヨウ ノゾ

		収見合-機構共通-施設利用料-高度化課金		2,015,594						運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		331,542,316		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		10,021,657		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		1,376,190																				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025

		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		1,654,162,259		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造生物準備室		709,560		運交金-施設部-PFエネセン・PF_AR改修費(一般)-工事費		8,543,548		運交金-機構共通-研究支援戦略推進部(一般)-物件費		27,648		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		368,741																		新たな財源確保分 アラ ザイゲン カクホ ブン		0		0		0		0		0		0		0		0		0				300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000

																		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		862,015																		ESCO事業 ジギョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100000000

		運交金-管理局-物件費(一般)-東京連絡所[施設部]		21,180		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		69,984		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		4,114,800		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-北CH管理区域縮小		2,013,120		運交金-機構共通-光熱水料(29)-電気料		42,348,400																		施設整備の財源 シセツ セイビ ザイゲン		451551077		318880610		297193860		207039191		357733908		376730569		290546454		400000000		400,000,000		364,536,669		364,536,669		364,536,669		364,536,669		364,536,669		364,536,669		364,536,669

																		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-北CH周辺維持管理		950,400																																		216617686

		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		25,420,043		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		498,636		運交金-機構共通-東海C運営費(一般)-物件費		2,082,240		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-物件費		1,248,480		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-主ﾘﾝｸﾞ漏水対策ﾎﾟﾝﾌﾟ・配管取替		3,345,840																		現在の全体平均値 ゲンザイ ゼンタイ ヘイキンチ																35,463,331																664,536,669

		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		99,062,257		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-NE5C,7A		33,480		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区(K裁量)		650,192		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-PS周辺コンテナ解体・撤去		630,720		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-PS加速器整理一式　		1,195,560																		新たな財源確保の全体平均値 アラ ザイゲン カクホ ゼンタイ ヘイキンチ

		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		16,306,106		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		5,857,542		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		58,178,783		運交金-機構共通-PCB保管場所整備費[特別]-事業費		1,645,600		運交金-機構共通-PCB廃棄物処分費[特別]-物件費		555,120																				62,231,402		114,353,610		109,727,595		43,000,190		71,757,522		77,154,987		80,171,357		97,920,694

		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		154,067,334		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		4,536		運交金-機構共通-高度情報利用推進室(一般)-物件費(K裁量)		28,080		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		1,299,240		運交金-管理局-東海管理課(一般)-産廃処分費		301,471

		施設整備-加七-直接入射路増強[24補正]-ビーム診断システム[据付]		20,022,440		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-冷凍機維持経費		217,080		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		171,213,069		運交金-管理局-東海C運営費(一般)-物件費		1,422,360		運交金-管理局-体育館柱改修経費[裁量]-物件費		2,268,000																プロジェクト		維持費分解（修繕のみ） イジヒ ブンカイ シュウゼン		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30

		施設整備-加七-直接入射路増強[24補正]-安全システム		14,827,850		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		2,159,460		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		2,068,376		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		52,701,628		運交金-管理局-人事労務課(一般)-職員厚生費[福利厚生室]		651,240														運交金-施設部-運転(B・PF)* ウンテン		運交金-施設部-運転* ウン コウ キン シセツ ブ ウンテン				100,017,985		68,402,082		62,017,830		77,316,351		109,253,320		113,066,516		104,236,344		141,929,845		505,182,740

		施設整備-加三・四-Bファク高度化[25繰越]-衝突リング[KEKB共通]		157,500,000		運交金-素長-素核研共通(一般)-物件費		37,800		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		1,433,642		運交金-管理局-情報基盤管理課(一般)-事務電算		1,879,200		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		3,229,146										運交金-J-PARC-東海維持(J)* ウン コウ キン トウカイ イジ		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)* ウン コウ キン トウカイ イジ ダイ キョウド		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海* トウカイ		運交金-J-PARC-東海維持（大強度）* ウン コウ キン トウカイ イジ ダイ キョウド				20,002,500		11,393,865		12,905,130		14,853,300		25,847,100		22,762,458		55,655,586		66,607,244		0

		施設整備-施設部-一次陽子[24補正・その2]-高運動量BL機械棟等		84,964,950		運交金-素核研-理論センター(一般)-物件費・共通		116,640		運交金-機構共通-監査室(一般)-物件費		21,440		運交金-管理局-国際企画課(一般)-物件費		782,460		運交金-管理局-東海C運営費(一般)-物件費		32,400																		計 ケイ		120,020,485		79,795,947		74,922,960		92,169,651		135,100,420		135,828,974		159,891,930		208,537,089		505,182,740

		施設整備-施設部-一次陽子[24補正・その2]-COMET実験棟等		506,193,900		運交金-素核研-低温(一般)-物件費		124,200		運交金-機構共通-監査室(一般)-ドア取付工事(K裁量)		322,000		運交金-管理局-契約課(一般)-物件費		15,498		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		33,135,874																		平均値 ヘイキンチ		125,783,432		125,783,432		125,783,432		125,783,432		125,783,432		125,783,432		125,783,432		125,783,432		167,938,911

		施設整備-施設部-直接入射路増強[24補正]-附属機械棟		9,886,650		運交金-素核研-実験室安全(一般)-物件費		87,480		運交金-機構共通-PCB保管場所整備費(K裁量)-事業費		1,256,040		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		39,756,681		運交金-管理局-情報基盤管理課(一般)-事務電算		140,400																		営繕費 エイゼン ヒ				0		0		54,373,200		0		0		0		0		0

		目的積立金-施設部-東海ドミトリー増築経費-工事経費		73,425,000		運交金-素核研-エレクトロS(一般)-物件費		125,280		運交金-機構共通-KEKB女子トイレ経費(K裁量)-工事費		3,850,200		運交金-管理局-共通経費(一般)-交通安全[共通]		149,040		運交金-管理局-情報基盤管理課(一般)-物件費		64,800																長寿命化 チョウジュミョウ カ		維持費分解（修繕のみ） イジヒ ブンカイ シュウゼン		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30

		運交金-J-PARC-中性子・ミュオン共通(大強度)-物件費・共通		518,400		運交金-素核研-ILC測定器(一般)-物件費		151,200		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		3,133,080		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		46,656,000		運交金-管理局-国際企画課(一般)-物件費		15,525														運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば*		運交金-施設部-工事雑役(つくば)* ウン コウ キン シセツ ブ コウジ ザツエキ				59,798,552		48,737,390		44,925,545		33,441,790		27,539,210		37,847,133		31,990,843		50,293,950		0

		運交金-J-PARC-事故対策経費(25・大強度)-大規模排気設備		320,760		運交金-素核研-Belle(B)-物件費・測定器構造体		191,959		運交金-管理局-総務課(一般)-役員経費		106,920		運交金-管理局-PCB変圧器更新[特別]-物件費		10,638,000		運交金-管理局-研究協力課(一般)-物件費		15,660														運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海* トウカイ		運交金-施設部-工事雑役(東海)* ウン コウ キン シセツ ブ コウジ ザツエキ トウカイ				2,432,850		4,616,220		3,802,050		2,931,600		8,198,712		8,557,974		8,180,514		7,626,744		0

		収見合-施設部-東海ドミトリー増築経費(裁量)-工事経費		67,128,350		運交金-素核研-Belle(B)-物件費・実験室安全		3,348		運交金-管理局-人事労務課(一般)-食堂等厨房排水管清掃(K裁量)		316,116		運交金-加六-先端加速器・物件費(先端)-コストダウンR&D		864,000		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		39,278,361																		計 ケイ		62,231,402		53,353,610		48,727,595		36,373,390		35,737,922		46,405,107		40,171,357		57,920,694		0

		その他補助金等-施設部-14H08 ｲﾉﾍﾞ施設・早野[25繰越]-利用促進化推進棟・設計費		165,000		運交金-先端-測定器開発・物件費(先端)-その他		837,000		運交金-管理局-人事労務課(一般)-職員厚生費[福利厚生室](K裁量)		41,040		運交金-加六-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		32,400		運交金-管理局-共通経費(一般)-交通安全[共通]		69,120																		平均（運交金） ヘイキン ウンコウキン		47,615,135		47,615,135		47,615,135		47,615,135		47,615,135		47,615,135		47,615,135		47,615,135		42,324,564

						運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-共通		449,280		運交金-管理局-情報基盤管理室(一般)-物件費		93,420		運交金-加六-PS跡地(一般)-物件費		1,760,400		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		50,780,520																		営繕費 エイゼン ヒ		0		61,000,000		61,000,000		6,626,800		36,019,600		30,749,880		40,000,000		40,000,000		40,000,000

		合計 ゴウケイ		6,553,368,353		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		3,084,480		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		38,154,373		運交金-加七-光源運転経費(PF)-光源第2グループ		129,600		運交金-管理局-共通経費(一般)-物件費[共通]		64,800																		平均（運交金+営繕費） ヘイキン ウンコウキン エイゼン ヒ		82,039,670		82,039,670		82,039,670		82,039,670		82,039,670		82,039,670		82,039,670		82,039,670		82,039,670

		Δ		ERROR:#REF!		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-放射線		691,200		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		46,656,000		運交金-加七-加速器七系(一般)-研究主幹		239,976		運交金-加六-先端加速器・物件費(先端)-コストダウンR&D		0																運交金* ウンコウキン		長寿命化 チョウジュミョウ カ		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

		長寿命化 チョウジュミョウ カ		2,850,432,999		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-室長		110,160		運交金-加六-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		702,000		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		50,976		運交金-加六-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		88,560																施設整備* シセツ セイビ		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		148,340,547		102,698,128		74,962,370		54,742,090		2,234,307,872		1,224,558,014		536,009,319		759,593,478		880,321,969

		プロジェクト		3,617,404,453		運交金-先端-国際科学イノベ拠点(26・リダ)-設備費		615,600		運交金-加六-PS維持(一般)-物件費		848,610		運交金-加三・四-KEKBリング(一般)-QCS舗装		1,479,600		運交金-加七-光源運転経費(PF)-共通経費		216,000																先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		施設整備費 シセツ セイビヒ		0		61,000,000		61,000,000		180,611,800		662,045,500		167,351,200		47,242,000		773,129,074		40,824,000

		対象外 タイショウガイ		85,530,901		運交金-施設部-廃液貯留槽等改修(M裁量)-工事費		29,160,000		運交金-加七-光源運転経費(PF)-共通経費		1,025,760		運交金-加三・四-B運転(B)-冷凍機		637,200		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		68,040																受託研* ジュタク ケン		先端研究推進費		0		0		0		0		0		0		1,970,600		1,829,736		882,360

				6,553,368,353						運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		478,710		運交金-加三・四-B運転(B)-超伝導マグネット		589,680		運交金-加七-加速器七系(一般)-研究主幹		144,720																雑収入* ザツシュウニュウ		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		1,162,350		404,250		0		0		0		8,083,260		11,426,280		0		0

						運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		2,325,942		運交金-加三・四-B運転(B)-モニター		64,800		運交金-加三・四-B運転(B)-RFシステム		270,000		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		68,040																収見合* オサム ミアイ		雑収入		843,150		0		0		0		0		241,920		23,304,090		0		1,374,592

						運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		3,944,322		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		5,754,240		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		4,233,600		運交金-加施設長-COI整備費(一般)-物件費		987,984																目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		収見合		10,605,000		2,368,800		0		0		67,128,350		100,256,536		0		15,961,987		0

						運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		2,287,710		運交金-加三・四-B運転(B)-BT		29,160		運交金-加三・四-B運転(B)-BT		277,560		運交金-加七-光源運転経費(PF)-光源第1グループ		333,720																共同研* キョウドウ ケン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		0		0		0		0		73,425,000		0		0		0		0

						運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		50,575,519		運交金-加五-リニアック(PF)-低速陽電子3		168,480		運交金-加五-リニアック(PF)-共通3		561,600		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB施設・安全		972,000																その他補助金等* タ ホジョキン トウ		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		1,149,750		0		0		0		0		0		0		0		0

						運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		51,508,310		運交金-加五-リニアック(B)-共通1		442,800		運交金-加五-リニアック(PF)-運転管理3		113,400		運交金-加三・四-B運転(B)-RFシステム		4,355,640																		その他補助金 タ ホジョキン		0		0		0		0		843,000		1,979,580		1,968,333		0		0

						運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		11,355,768		運交金-加五-リニアック(B)-加速管1		5,400		運交金-加五-リニアック(B)-入射部1		39,420		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		1,313,280																		平均 ヘイキン										1,527,211,610		1,527,211,610		1,527,211,610		1,527,211,610		1,527,211,610

						運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		227,410,039		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理		2,540,160		運交金-加五-リニアック(B)-施設1		11,923,200		運交金-加三・四-B運転(B)-超伝導空洞		475,200																		計 ケイ		162,100,797		166,471,178		135,962,370		235,353,890		3,037,749,722		1,502,470,510		621,920,622		1,550,514,275		923,402,921		1,527,211,610

						運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		331,140,097		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		5,326,884		運交金-加五-リニアック(B)-マイクロ波1		23,760		運交金-加五-リニアック(PF)-共通3		3,537,000																												3,422,323,436		1,823,163,940		938,222,660		1,641,748,595		1,641,748,596

						運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		25,094,880		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		103,146,165		運交金-加五-リニアック(28・B)-共通1		7,948,800		運交金-加五-リニアック(PF)-運転管理3		0																												-384,573,714		-320,693,430		-316,302,038		-91,234,320		-718,345,675		1,527,211,610

						運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-共通経費		5,724		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		12,811,188		運交金-加一・二-加速器一・二系(一般)-加一・二系共通		99,684		運交金-加五-リニアック(B)-入射部1		0

						運交金-機構共通-男女共同参画推進室(一般)-物件費		99,036		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		234,077,518		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理		381,510		運交金-加五-リニアック(B)-共通1		3,387,906																運交金* ウンコウキン		長寿命化　①修繕費 チョウジュミョウ カ シュウゼンヒ		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

						運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		162,945		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		462,456		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		15,302,962		運交金-加五-リニアック(B)-マイクロ波1		663,120																*営繕事業* エイゼン ジギョウ		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		138,951,447		98,258,728		59,530,520		38,313,790		36,645,554		104,904,546		65,231,931		123,528,606		81,584,540

						運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		42,926,503		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		7,902,014		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		11,104,800		運交金-加五-リニアック(B)-加速管・陽電子1		636,120																先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		営繕費 エイゼン ヒ		0		0		0		0		14,364,000		0		0		0		0

						運交金-機構共通-光熱水料-電気料		823,603,459		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		137,160		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		63,538,822		運交金-加三-加速器三系(一般)-加三系共通		5,832																受託研* ジュタク ケン		先端研究推進費		0		0		0		0		0		0		0		1,183,680		137,160

						運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		5,421,523		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・超伝導低温		3,978,720		運交金-J-PARC-中性子実験(J)-共通		92,664		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理		0																雑収入* ザツシュウニュウ		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		1,162,350		0		0		0		0		3,910,140		0		0		0

						運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		2,907,950		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		219,498		運交金-J-PARC-光熱水料(一般)-電気料		82,634,328		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		13,572,068																収見合* オサム ミアイ		雑収入		843,150		0		0		0		0		241,920		1,125,090		0		0

						運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		34,866,257		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・NU2増強		2,893,860		運交金-J-PARC-一般安全(一般)-物件費		1,468,800		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		8,729,640																目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		収見合		6,399,750		2,368,800		0		0		0		23,650,818		0		0		0

						運交金-機構共通-研究支援戦略推進部(一般)-物件費		10,476		運交金-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		989,596		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		723,295		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		91,560,772																共同研* キョウドウ ケン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(特殊)-PCB廃棄物処理費		1,358,000		運交金-J-PARC-MR運転(J)-RF		604,800		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		4,017,276		運交金-J-PARC-エレクトロS(J)-物件費		16,200																その他補助金等* タ ホジョキン トウ		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		1,149,750		0		0		0		0		0		0		0		0

						運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(一般)-PCB廃棄物処理費		248,800		運交金-J-PARC-K1.8(J)-物件費		340,200		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		540,000		運交金-J-PARC-光熱水料(一般)-電気料		96,742,107																		その他補助金 タ ホジョキン		0		0		0		0		0		0		953,333		0		0

						運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(24・特殊)-PCB廃棄物処理費		3,393,600		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		592,920		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		125,921		運交金-J-PARC-一般安全(一般)-物件費		266,220																		平均 ヘイキン										91,492,264		91,492,264		91,492,264		91,492,264		91,492,264

						運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		1,528,200		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		14,110,573		運交金-J-PARC-MR運転(J)-共通		1,298,592		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		799,111																		計 ケイ		148,506,447		100,627,528		59,530,520		38,313,790		51,009,554		132,707,424		67,310,354		124,712,286		81,721,700		91,492,264

						運交金-管理局-総務課(一般)-役員経費		225,720		運交金-J-PARC-High_p(J)-物件費		99,360		運交金-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		126,360		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		2,320,876																												100,758,654		190,656,942		106,037,110		143,180,526		143,180,527

						運交金-管理局-総務課(一般)-物件費		15,444		その他補助金等-放二-16H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-設備備品費		3,583,440		運交金-J-PARC-MR運転(J)-ＲＦ		114,048		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		596,160																												-49,749,100		-57,949,518		-38,726,756		-18,468,240		-61,458,827		91,492,264

						運交金-管理局-情報基盤管理室(一般)-物件費		347,436		その他補助金等-放二-16H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		5,116,998		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		411,360		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		82,131

						運交金-管理局-施設部(一般)-東京連絡所		21,180		その他補助金等-放二-16H02 人材育成･ﾅﾉﾃｸCUPAL･足立-光熱水費		1,264,538		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		10,787,795		運交金-J-PARC-MR運転(J)-共通		368,280																運交金* ウンコウキン		長寿命化　⑥校地維持費 チョウジュミョウ カ コウチ イジ ヒ		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

						運交金-管理局-契約課(一般)-物件費		125,258		その他補助金等-施設部-16H08 省ｴﾈ･生産性革命投資促進-機器等費		953,333		運交金-J-PARC-Hライン(J)-物件費		1,188,000		運交金-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		2,147,364																*営繕事業* エイゼン ジギョウ		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		9,389,100		4,439,400		15,431,850		15,431,850		9,166,500		4,521,690		5,380,680		2,376,000		3,690,900																										(百万） ヒャクマン

						運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		37,349,932		その他補助金等-機構共通-16H07 ふるさと文化財の森-事業費		1,015,000		その他補助金等-放二-一般管理費[17H05 ﾀﾝﾊﾟｸ・千田]-その他[諸経費]		59,400		運交金-J-PARC-MR運転(J)-ＲＦ		0																先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		営繕費 エイゼン ヒ		0		0		0		0		0		0		0		0		0								平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

						運交金-加七-光源運転経費(PF)-光源第4グループ		56,160		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-ガス料		33,586,479		その他補助金等-放二-17H05 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		8,850,408		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		21,600																受託研* ジュタク ケン		先端研究推進費		0		0		0		0		0		0		0		0		0								148		103		75		54		46		109		77		131		86

						運交金-加七-光源運転経費(26・リダ)-光源第7グループ		864,000		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J)-ガス料		818,298		その他補助金等-施設部-17H07 省ｴﾈ投資促進支援-設備費		1,212,000		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		9,597,234																雑収入* ザツシュウニュウ		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		0		404,250		0		0		0		1,009,800		1,845,600		0		0								0		61		61		7		44		45		40		40		40

						運交金-加七-光源運転経費(26・リダ)-共通経費		810,000		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-ガス料		55,866,589						運交金-J-PARC-Hライン(J)-物件費		0																収見合* オサム ミアイ		雑収入		0		0		0		0		0		0		0		0		0								14		3		0		0		0		44		6		1		0

						運交金-加施設長-事務室経費(一般)-事務室		213,840		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		8,343,875						その他補助金等-機構共通-18H06 文科省・先端低ｺｽﾄ・道園-雑役務費[Infusion][表面処理]		989,884																目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		収見合		4,205,250		0		0		0		0		15,315,480		0		0		0						長寿命化　①+⑥+⑬ チョウジュミョウ カ		162		166		136		60		90		198		122		173		126

						運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		61,560		収見合-機構共通-光熱水料-ガス料		5,653,258						その他補助金等-放二-18H04 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-設備備品費		2,786,400																共同研* キョウドウ ケン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		0		0		0		0		0		0		0		0		0						運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン

						運交金-加四-加速器四系(一般)-加四系共通		15,552		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		4,952,686						その他補助金等-施設部-17H07 省ｴﾈ投資促進支援-設備費		0																その他補助金等* タ ホジョキン トウ		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		0		0		0		0		0		0		0		0						営繕費 エイゼン ヒ

						運交金-加三・四-B運転(B)-冷凍機		86,400										その他補助金等-施設部-18H07 省ｴﾈ投資促進支援-設備費		1,320,826																		その他補助金 タ ホジョキン		0		0		0		0		0		0		0		0		0						その他 タ

						運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		6,104,619				6,235,785,551				6,894,870,650		その他補助金等-放二-18H04 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		7,162,065																		平均 ヘイキン										8,661,330		8,661,330		8,661,330		8,661,330		8,661,330

						運交金-加三・四-B運転(B)-BT		1,987,200		Δ		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		その他補助金等-放二-一般管理費[18H04 ﾀﾝﾊﾟｸ・千田]-物件費		42,120																		計 ケイ		13,594,350		4,843,650		15,431,850		15,431,850		9,166,500		20,846,970		7,226,280		2,376,000		3,690,900		8,661,330

						運交金-加五-リニアック(PF)-低速陽電子4		734,400		長寿命化 チョウジュミョウ カ		972,513,509		長寿命化 チョウジュミョウ カ		1,186,558,824		運交金-J-PARC-光熱水料(29・J)-電気料		117,804,602																												9,166,500		25,096,770		7,647,480		2,111,400		2,111,401

						運交金-加五-リニアック(PF)-共通4		3,817,800		プロジェクト		5,183,651,713		プロジェクト		5,666,197,409		運交金-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		22,189,600																												0		-4,249,800		-421,200		264,600		1,579,499		8,661,330

						運交金-加五-リニアック(PF)-マイクロ波4		809,460		対象外 タイショウガイ		79,620,329		対象外 タイショウガイ		42,114,417

						運交金-加五-リニアック(B)-マイクロ波1		23,760				6,235,785,551				6,894,870,650																				運交金* ウンコウキン		長寿命化⑬改修費(営・自) チョウジュミョウ カ カイシュウ ヒ エイ ジ		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

						運交金-ミュオン-ミュオン(一般)-ミュオン共通		55,620												6,858,610,918																*営繕事業* エイゼン ジギョウ		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		0		0		0		0		0		0		6,164,640		5,576,000		925,520

						運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理		334,800												ERROR:#REF!																先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		営繕費 エイゼン ヒ		0		61,000,000		61,000,000		6,626,800		29,572,000		44,638,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000

						運交金-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		2,641,529										長寿命化 チョウジュミョウ カ		1,071,818,678																受託研* ジュタク ケン		先端研究推進費		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		119,485,851						雑役（つくば） ザツエキ		135,200,366		プロジェクト		5,678,807,790																雑収入* ザツシュウニュウ		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		0		0		0		0		0		0		1,739,880		0		0

						運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		4,725,648						雑役（東海） ザツエキ トウカイ		7,626,744		対象外 タイショウガイ		107,984,450																収見合* オサム ミアイ		雑収入		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		192,291,384												6,858,610,918																目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		収見合		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						運交金-J-PARC-低温(J)-物件費		164,160																												共同研* キョウドウ ケン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						運交金-J-PARC-中性子実験(J)-物件費・共通		885,600																												その他補助金等* タ ホジョキン トウ		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		638,788,497																														その他補助金 タ ホジョキン		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		356,979										雑役（つくば） ザツエキ		118,065,877																		平均 ヘイキン										41,723,208		41,723,208		41,723,208		41,723,208		41,723,208

						運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		385,992										雑役（東海） ザツエキ トウカイ		7,885,987																		計 ケイ		0		61,000,000		61,000,000		6,626,800		29,572,000		44,638,000		47,904,520		45,576,000		40,925,520		41,723,208

						運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		1,093,770																																								29,572,000		44,638,000		55,146,520		242,831,600		242,831,601

						運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		1,695,449																																								0		0		-7,242,000		-197,255,600		-201,906,081		41,723,208

						運交金-J-PARC-MR運転(J)-共通		5,745,600

						先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-下水道料		4,504,824																												運交金* ウンコウキン		長寿命化　①+⑥+⑬ チョウジュミョウ カ		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

						運交金-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		1,634,234																												*営繕事業* エイゼン ジギョウ		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		148,340,547		102,698,128		74,962,370		53,745,640		45,812,054		109,426,236		76,777,251		131,480,606		86,200,960		90,874,037

						運交金-J-PARC-MR運転(J)-RF		213,624																												先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		営繕費 エイゼン ヒ		0		61,000,000		61,000,000		6,626,800		43,936,000		44,638,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000		42,143,500

						運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		207,360																												受託研* ジュタク ケン		先端研究推進費		0		0		0		0		0		0		0		1,183,680		137,160

						運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		12,796,644																												雑収入* ザツシュウニュウ		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		1,162,350		404,250		0		0		0		4,919,940		3,585,480		0		0

						運交金-J-PARC-g-2(J)-物件費		25,920																												収見合* オサム ミアイ		雑収入		843,150		0		0		0		0		241,920		1,125,090		0		0

						運交金(復旧・復興)-J-PARC-高周波システム-MR		12,960,000																												目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		収見合		10,605,000		2,368,800		0		0		0		38,966,298		0		0		0

						その他補助金等-放二-15H09 人材育成･ﾅﾉﾃｸCUPAL･足立-光熱水費		1,878,587																												共同研* キョウドウ ケン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						その他補助金等-放二-15H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		8,630,000																												その他補助金等* タ ホジョキン トウ		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		1,149,750		0		0		0		0		0		0		0		0

						その他補助金等-放二-15H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		23,685,275																														その他補助金 タ ホジョキン		0		0		0		0		0		0		953,333		0		0

						その他補助金等-機構共通-15H08 ふるさと文化財の森-事業費		1,020,000																														平均 ヘイキン										141,876,802		141,876,802		141,876,802		141,876,802		141,876,802

						その他補助金等-機構共通-15H07 研究大学強化促進費-雑役務費[戦略推進部]		959,580																														計 ケイ		162,100,797		166,471,178		135,962,370		60,372,440		89,748,054		198,192,394		122,441,154		172,664,286		126,338,120		141,876,802

						その他補助金等-加三・四-15s01 設備整備費･SKEKB[26補正]-大電力高周波移設及び調整		1,495,800																																								139,497,154		260,391,712		168,831,110		388,123,526		388,123,527

						運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		48,870,000																																								-49,749,100		-62,199,318		-46,389,956		-215,459,240		-261,785,407		141,876,802



						合計 ゴウケイ		6,984,246,486																												運交金* ウンコウキン		プロジェクト		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

						Δ		ERROR:#REF!																												*営繕事業* エイゼン ジギョウ		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		212,438,030		92,164,632		142,698,990		92,293,551		2,630,716,786		1,549,099,297		906,403,660		760,134,911		897,054,930

						長寿命化 チョウジュミョウ カ		2,491,302,927																												先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		営繕費 エイゼン ヒ		61,000,000		0		0		54,373,200		0		0		0		0		0

						プロジェクト		4,419,616,530																												受託研* ジュタク ケン		先端研究推進費		0		0		0		0		0		3,738,730,655		4,463,323,739		4,337,270,587		4,756,885,878

						対象外 タイショウガイ		73,327,029																												雑収入* ザツシュウニュウ		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		81,900		0		402,150		0		0		19,991,119		33,955,315		0		0

								6,984,246,486																												収見合* オサム ミアイ		雑収入		2,386,650		1,242,150		7,245,000		0		0		17,614,016		9,412,927		130,464,973		160,897,096

																																				目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		収見合		34,433,700		0		6,191,850		0		166,646,695		4,462,840		96,276,285		23,449,159		2,413,800

																																				共同研* キョウドウ ケン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																				その他補助金等* タ ホジョキン トウ		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		59,002,650		4,693,500		0		0		2,922,089		13,930,930		0		0

																																						その他補助金 タ ホジョキン		0		0		0		0		342,088,277		35,689,662		9,964,976		10,121,808		12,301,295

																																						平均 ヘイキン										5,026,444,741		5,026,444,741		5,026,444,741		5,026,444,741		5,026,444,741

																																						計 ケイ		310,340,280		152,409,432		161,231,490		146,666,751		3,139,451,758		5,368,509,678		5,533,267,832		5,261,441,438		5,829,552,999		5,026,444,741

																																																3,070,666,742		5,087,179,128		5,217,613,794		5,172,312,038		5,172,312,039

																																																68,785,016		281,330,550		315,654,038		89,129,400		657,240,960		5,026,444,741



																																				運交金* ウンコウキン		プロジェクト　①修繕費 シュウゼン ヒ		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

																																				*営繕事業* エイゼン ジギョウ		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		210,285,530		92,164,632		142,575,090		92,169,651		263,101,284		147,092,355		133,115,250		190,362,640		252,670,779

																																				先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		営繕費 エイゼン ヒ		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																				受託研* ジュタク ケン		先端研究推進費		0		0		0		0		0		21,535,200		15,062,760		30,989,520		32,214,002

																																				雑収入* ザツシュウニュウ		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		81,900		0		402,150		0		0		3,408,480		9,572,040		0		0

																																				収見合* オサム ミアイ		雑収入		1,588,650		843,150		7,245,000		0		0		0		997,650		959,040		0

																																				目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		収見合		34,433,700		0		6,191,850		0		3,437,370		1,459,620		0		216,000		2,376,000

																																				共同研* キョウドウ ケン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																				その他補助金等* タ ホジョキン トウ		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		59,002,650		4,693,500		0		0		2,278,800		0		0		0

																																						その他補助金 タ ホジョキン		0		0		0		0		0		1,495,800		3,583,440		1,271,400		1,362,946

																																						平均 ヘイキン										223,712,475		223,712,475		223,712,475		223,712,475		223,712,475

																																						計 ケイ		246,389,780		152,010,432		161,107,590		92,169,651		266,538,654		177,270,255		162,331,140		223,798,600		288,623,727		223,712,475

																																																189,455,274		122,082,417		94,184,644		172,827,220		172,827,221

																																																77,083,380		55,187,838		68,146,496		50,971,380		115,796,506		223,712,475



																																				運交金* ウンコウキン		プロジェクト　⑥校地維持費 コウチ イジヒ		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

																																				*営繕事業* エイゼン ジギョウ		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		1,890,000		0		123,900		123,900		0		853,200		4,678,560		5,497,200		1,707,642

																																				先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		営繕費 エイゼン ヒ		0		0		0		0		0		0		0		0		0								平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

																																				受託研* ジュタク ケン		先端研究推進費		0		0		0		0		0		0		0		486,000		0								210		92		143		92		264		147		134		196		259

																																				雑収入* ザツシュウニュウ		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		0		0		0		0		0		0		0		0		0								61		0		0		54		0		0		0		0		0

																																				収見合* オサム ミアイ		雑収入		798,000		399,000		0		0		0		0		0		0		0								36		60		19		0		3		30		29		39		42

																																				目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		収見合		0		0		0		0		0		0		0		0		0						プロジェクト　①+⑥+⑬		307		152		161		147		267		177		163		235		301

																																				共同研* キョウドウ ケン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		0		0		0		0		0		0		0		0		0						運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン

																																				その他補助金等* タ ホジョキン トウ		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		0		0		0		0		0		0		0		0						営繕費 エイゼン ヒ

																																						その他補助金 タ ホジョキン		0		0		0		0		928,800		0		0		0		0						その他 タ

																																						平均 ヘイキン										2,830,280		2,830,280		2,830,280		2,830,280		2,830,280

																																						計 ケイ		2,688,000		399,000		123,900		123,900		928,800		853,200		4,678,560		5,983,200		1,707,642		2,830,280

																																																928,800		853,200		4,257,360		6,247,800		6,247,801

																																																0		0		421,200		-264,600		-4,540,159		2,830,280

																																				運交金* ウンコウキン		プロジェクト　⑬改修費 カイシュウ ヒ		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

																																				*営繕事業* エイゼン ジギョウ		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		0		0		0		0		518,400		0		447,600		5,292,000		6,146,037

																																				先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		営繕費 エイゼン ヒ		61,000,000		0		0		54,373,200		0		0		0		0		0

																																				受託研* ジュタク ケン		先端研究推進費		0		0		0		0		0		0		0		6,048,000		3,072,600

																																				雑収入* ザツシュウニュウ		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																				収見合* オサム ミアイ		雑収入		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																				目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		収見合		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																				共同研* キョウドウ ケン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																				その他補助金等* タ ホジョキン トウ		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																						その他補助金 タ ホジョキン		0		0		0		0		0		0		0		0		2,786,400

																																						平均 ヘイキン										4,862,207		4,862,207		4,862,207		4,862,207		4,862,207

																																						計 ケイ		61,000,000		0		0		54,373,200		518,400		0		447,600		11,340,000		12,005,037		4,862,207

																																																518,400		0		447,600		11,340,000		11,340,001

																																																0		0		0		0		665,036		4,862,207

																																				運交金* ウンコウキン		プロジェクト　①+⑥+⑬		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

																																				*営繕事業* エイゼン ジギョウ		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン		210,285,530		92,164,632		142,575,090		92,169,651		263,619,684		147,092,355		133,562,850		195,654,640		258,816,816		184,982,382

																																				先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		営繕費 エイゼン ヒ		61,000,000		0		0		54,373,200		0		0		0		0		0		0

																																				受託研* ジュタク ケン		先端研究推進費		0		0		0		0		0		21,535,200		15,062,760		37,037,520		35,286,602

																																				雑収入* ザツシュウニュウ		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ		81,900		0		402,150		0		0		3,408,480		9,572,040		0		0

																																				収見合* オサム ミアイ		雑収入		1,588,650		843,150		7,245,000		0		0		0		997,650		959,040		0

																																				目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		収見合		34,433,700		0		6,191,850		0		3,437,370		1,459,620		0		216,000		2,376,000

																																				共同研* キョウドウ ケン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																				その他補助金等* タ ホジョキン トウ		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ		0		59,002,650		4,693,500		0		0		2,278,800		0		0		0

																																						その他補助金 タ ホジョキン		0		0		0		0		0		1,495,800		3,583,440		1,271,400		4,149,346

																																						平均 ヘイキン		200,316,786		200,316,786		200,316,786		200,316,786		200,316,786		200,316,786		200,316,786		200,316,786		200,316,786

																																						計 ケイ		307,389,780		152,010,432		161,107,590		146,542,851		267,057,054		177,270,255		162,778,740		235,138,600		300,628,764		200,316,786

																																																189,973,674		122,082,417		94,632,244		184,167,220		184,167,221

																																																77,083,380		55,187,838		68,146,496		50,971,380		116,461,543		200,316,786

																																				運交金* ウンコウキン		その他 タ		平成22年度 ヘイセイ ネンド		平成23年度 ヘイセイ ネンド		平成24年度 ヘイセイ ネンド		平成25年度 ヘイセイ ネンド		平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		平均 ヘイキン

																																				*営繕事業* エイゼン ジギョウ		運営費交付金 ウンエイヒ コウフキン										155,399,679		43,763,037		59,095,129		54,932,469		35,268,874

																																				先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ		営繕費 エイゼン ヒ										0		0		0		0		0

																																				受託研* ジュタク ケン		先端研究推進費										0		0		62,614		0		72,468

																																				雑収入* ザツシュウニュウ		受託研究費 ジュタク ケンキュウヒ										0		0		0		0		0

																																				収見合* オサム ミアイ		雑収入										0		0		0		0		0

																																				目的積立金* モクテキ ツミタテ キン		収見合										28,416,904		30,237,581		20,791,354		27,982,468		74,848,576

																																				共同研* キョウドウ ケン		目的積立金 モクテキ ツミタテキン										0		0		0		0		0

																																				その他補助金等* タ ホジョキン トウ		共同研究費 キョウドウ ケンキュウヒ										0		0		0		0		0

																																						その他補助金 タ ホジョキン										0		0		0		0		0

																																						平均 ヘイキン										20,424,065		8,222,291		8,883,233		9,212,771		12,243,324

																																						計 ケイ										183,816,583		74,000,618		79,949,097		82,914,937		110,189,918

																																																86,191,775		73,903,418		79,949,097		80,810,017		80,810,018

																																																97,624,808		97,200		0		2,104,920		29,379,900		0





①修繕費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	51009554	133122144	67310354	124712286	⑬改修費（営繕費）	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	29572000	44638000	40000000	242831600	②点検保守費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	76931856	125918113	61882281	74312124	③運転監視費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4536000	4802400	4892400	4297200	④廃棄物処分費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	28992581	9566489	76002051	7703386	⑤緑地管理費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	37727640	44236260	47697984	37146600	⑥校地維持費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	9166500	20846970	7226280	2376000	⑦清掃費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	38203540	36926788	41087766	36949415	⑧警備費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	46431792	48870000	46656000	46656000	⑨電気代	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	1758474477	864780296	176142367	425951858	⑩上下水道費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	43163598	8329473	3562933	1682675	⑪ガス代	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	154067334	34866257	4952686	10021657	⑫増改築費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	759472850	125567320	29361000	535873474	計	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	3037749722	1502470510	621920622	1753345875	







長寿命化　修繕に係る維持管理費



つくば	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	59798552	48737390	44925545	33441790	27539210	37847133	31990843	50293950	東海	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	2432850	4616220	3802050	2931600	8198712	8557974	8180514	7626744	営繕費	0	61000000	61000000	6626800	36019600	30749880	40000000	40000000	平均（運交金）	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	47615134.625	47615134.625	47615134.625	47615134.625	47615134.625	47615134.625	47615134.625	47615134.625	平均（運交金+営繕費）	82039669.625	82039669.625	82039669.625	82039669.625	82039669.625	82039669	.625	82039669.625	82039669.625	









プロジェクト　修繕に係る維持管理費



つくば	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	100017985	68402082	62017830	77316351	109253320	113066516	104236344	141929845	東海	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	20002500	11393865	12905130	14853300	25847100	22762458	55655586	66607244	平均	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	125783432	125783432	125783432	125783432	125783432	125783432	125783432	125783432	









建築	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	45	44	604	383	541	電気	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	383	598	1356	2088	1501	機械	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	297	383	345	370	328	







維持管理費の推移



長寿命化	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	3037749722	1502470510	621920622	1753345875	プロジェクト	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	3331802048	5368509678	5533915832	5261441438	長寿命化平均値	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	1728871682.25	1728871682.25	1728871682.25	1728871682.25	プロジェクト平均値	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4873917249	4873917249	4873917249	4873917249	









修繕・改修費の推移



長寿命化	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	162100797	166471178	135962370	60372440	89748054	198607114	122441154	375495886	123950210	プロジェクト	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	289450280	152409432	161231490	146666751	267985854	178123455	168105300	241121800	296477406	長寿命化平均値	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	159461022.55555555	159461022.55555555	159461022.55555555	159461022.55555555	159461022.55555555	159461022.55555555	159461022.55555555	159461022.55555555	159461022.55555555	プロジェクト平均値	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	201515186	201515186	201515186	201515186	201515186	201515186	201515186	201515186	201515186	









長寿命化施設における

予算別　維持管理費の推移



運営費交付金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	2234307872	1224558014	536009319	759593478	施設整備費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	662045500	167351200	47242000	773129074	先端研究推進費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	1970600	1829736	受託研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	8083260	11426280	0	雑収入	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	241920	23304090	0	収見合	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	67128350	100256536	0	15961987	目的積立金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	73425000	0	0	0	共同研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	0	0	その他補助金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	843000	1979580	1968333	0	







長寿命化施設における予算別

維持・改修費の推移



運営費交付金	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	148.34054699999999	102.698128	74.962370000000007	53.745640000000002	45.812054000000003	109.426236	76.777251000000007	131.48060599999999	86.200959999999995	営繕費	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	0	61	61	6.6268000000000002	43.936	44.637999999999998	40	40	40	その他	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	13.760249999999999	2.77305	0	0	0	44.128157999999999	5.6639030000000004	1.1836800000000001	0.13716	







プロジェクト施設における予算別

修繕・改修費の推移



運営費交付金	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	210.28552999999999	92.164631999999997	142.57508999999999	92.169651000000002	263.61968400000001	147.092355	133.56285	195.65464	258.81681600000002	営繕費	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	61	0	0	54.373199999999997	0	0	0	0	0	その他	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	36.10425	59.845799999999997	18.532499999999999	0	3.43737	30.177900000000001	29.215890000000002	39.483960000000003	41.811948000000001	







修繕・改修費の全体推移



全体	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	451551077	318880610	297193860	207039191	357733908	376730569	290546454	616617686	420427616	全体平均値	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	360646236.75	360646236.75	360646236.75	360646236.75	360646236.75	360646236.75	360646236.75	360646236.75	360646236.75	









現在から今後の修繕・改修費の推移(予測)



施設整備の財源	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	451551077	318880610	297193860	207039191	357733908	376730569	290546454	400000000	400000000	364536669.375	364536669.375	364536669.375	364536669.375	364536669.375	364536669.375	364536669.375	216617686	現在の全体平均値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000000	新たな財源確保分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	









◀17.3億

1.3億円



まとめ（グラフ抜出し）

		維持管理費全体								（単位：円）																										9/27/18

				平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度

		①修繕費		367,291,647		349,635,236		254,380,253		406,769,354

		⑬改修費		281,427,470		320,272,596		334,099,522		491,550,949

		⑥校地維持費		17,342,007		29,600,970		11,839,692		7,949,902

		②点検保守費		524,959,056		599,944,513		537,438,681		484,475,724

		③運転監視費		8,905,240		26,211,668		9,702,496		18,018,561

		④廃棄物処分費		33,596,621		15,526,809		79,287,951		12,567,706

		⑤緑地管理費		41,920,200		51,120,720		56,428,704		43,195,680

		⑦清掃費		38,203,540		36,926,788		41,087,766		36,949,415

		⑧警備費		1,918,601,655		4,337,724,428		4,508,568,241		4,041,726,517

		⑨電気代		1,859,874,451		902,030,980		225,581,913		466,547,459

		⑩上下水道費		44,760,557		115,552,521		100,462,526		98,540,862

		⑪ガス代		656,494,659		34,866,257		4,952,686		239,365,047

		⑫増改築費		759,472,850		125,567,320		56,361,000		535,873,474

		計		6,552,849,953		6,944,980,806		6,220,191,431		6,883,530,650







														⑨、⑩、⑪　　：光熱水費 コウネツスイヒ

														⑫　　　　　　：新増改築 シン ゾウカイチク

														⑬　　　　　　：改修費 カイシュウ ヒ







		維持管理費全体（事項整理・並べ替え後）								（単位：円）

				平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度

		①修繕費		393,105,247		384,651,116		254,380,253		406,769,354

		⑬改修費		251,236,880		279,685,332		291,772,060		418,520,269

		⑥校地維持費		17,087,991		33,431,082		12,066,492		7,685,302

		⑫増改築費		759,991,250		125,567,320		56,808,600		547,213,474

		②点検保守費		348,761,646		422,911,777		375,672,663		557,506,404

		③運転監視費		214,926,040		243,831,668		228,942,496		18,018,561

		⑤緑地管理費		41,920,200		51,402,600		56,253,204		43,460,280

		④廃棄物処分費		33,963,821		15,244,929		79,042,251		12,567,706

		⑦清掃費		38,457,556		37,346,476		41,282,166		36,949,415

		⑧警備費		1,918,601,655		4,337,724,428		4,508,568,241		4,041,726,517

		⑨⑩⑪光熱水費		2,561,129,667		1,052,449,758		330,997,125		804,453,368

		計		6,579,181,953		6,984,246,486		6,235,785,551		6,894,870,650

		維持管理費(事項整理後） イジ カンリヒ ジコウ セイリ ゴ								（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

				平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		修繕費 シュウゼンヒ		367		350		254		407

		点検保守費 テンケン ホシュ ヒ		281		320		334		492

		運転監視費 ウンテン カンシ ヒ		525		600		537		484

		廃棄物処分費 ハイキブツ ショブンヒ		9		26		10		18

		緑地管理費 リョクチ カンリヒ		34		16		79		13

		校地維持費 コウチ イジヒ		42		51		56		43

		清掃費 セイソウヒ		17		30		12		8

		警備費 ケイビヒ		38		37		41		37

		電気代 デンキダイ		1,919		4,338		4,509		4,042

		上下水道費 ジョウゲスイドウ ヒ		1,860		902		226		467

		ガス代 ダイ		45		116		100		99

		増改築費 ゾウカイチク ヒ		656		35		5		239

		改修費 カイシュウヒ		759		126		56		536

		合計 ゴウケイ		6,553		6,945		6,220		6,884

		維持管理費(事項整理後） イジ カンリヒ ジコウ セイリ ゴ								（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

				平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		緑地管理費 リョクチ カンリヒ		34		16		79		13

		校地維持費 コウチ イジヒ		42		51		56		43		16%

		増改築費		656		35		5		239

		修繕費 シュウゼンヒ		367		350		254		407

		改修費 カイシュウ ヒ		759		126		56		536

		運転監視費 ウンテン カンシ ヒ		525		600		537		484

		点検保守費 テンケン ホシュ ヒ		281		320		334		492

玉盛　絵里香: 玉盛　絵里香:
オーバーホール（修繕費）となる。
ただし、電気分を抜く必要がある。

		光熱水費 コウネツスイヒ		3,823		5,355		4,835		4,607		70%

		その他維持管理費 タ イジ カンリヒ		64		93		63		63

		合計 ゴウケイ		6,553		6,945		6,220		6,884



		維持管理費（施設部関連） イジ カンリヒ シセツブ カンレン								（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

				平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド

		緑地管理費 リョクチ カンリヒ		34		16		79		13

		校地維持費 コウチ イジヒ		42		51		56		43

		増改築費		656		35		5		239

		修繕費 シュウゼンヒ		367		350		254		407

		改修費 カイシュウ ヒ		759		126		56		536

		合計 ゴウケイ		1,859		577		451		1,238





		光熱水費 コウネツスイヒ		58%		77%		78%		67%

		運転監視費 ウンテン カンシ ヒ		8%		9%		9%		7%

		点検保守費 テンケン ホシュ ヒ		4%		5%		5%		7%

		その他維持管理費 タ イジ カンリヒ		1%		1%		1%		1%																																対象建物棟数								プロジェクト分類内訳 ブンルイ ウチワケ								構造 コウゾウ

		増改築費、改修費 ゾウカイチク ヒ カイシュウ ヒ		12%		2%		1%		3%																																プロジェクト分類　棟数 ブンルイ トウスウ				略号 リャク ゴウ		棟数 トウスウ		200m2以上 イジョウ		200m2以下の建物 イカ タテモノ		取壊予定建物 トリコワ ヨテイ タテモノ				W・B		S		R・RS・SR

		修繕費 シュウゼンヒ		6%		5%		4%		6%																																基盤施設 キバン シセツ				I		0		0		0		0				0		0		0

		合計 ゴウケイ		100%		100%		100%		100%																																研究者共通の研究環境 ケンキュウシャ キョウツウ ケンキュウ カンキョウ				IS		0		0		0		0				0		0		0

																																										ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ性の高い共通基盤 セイ タカ キョウツウ キバン				PI		0		0		0		0				0		0		0

																																										KEKB				K		0		0		0		0				0		0		0

				平成26年度 ヘイセイ ネンド		平成27年度 ヘイセイ ネンド		平成28年度 ヘイセイ ネンド		平成29年度 ヘイセイ ネンド																																PF				P		0		0		0		0				0		0		0

		点検保守費 テンケン ホシュ ヒ		281		320		334		492																																J-PARC				J		0		0		0		0				0		0		0

		増改築費 ゾウカイチク ヒ		0		0		0		0																																その他プロジェクト タ				E		0		0		0		0				0		0		0

		修繕費 シュウゼンヒ		367		350		254		407																																計 ケイ						0		0		0		0				0		0		0

		改修費		0		0		0		0																																対象　面積(m2) タイショウ メンセキ				略号 リャク ゴウ		面積(m2) メンセキ		200m2以上 イジョウ		200m2以下の建物 イカ タテモノ		取壊予定建物 トリコワ ヨテイ タテモノ				W・B		S		R・RS・SR

		合計 ゴウケイ		649		670		588		898																																基盤施設 キバン シセツ				I		0		0		0		0				0		0		0

																																										研究者共通の研究環境 ケンキュウシャ キョウツウ ケンキュウ カンキョウ				IS		0		0		0		0				0		0		0

																																										ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ性の高い共通基盤 セイ タカ キョウツウ キバン				PI		0		0		0		0				0		0		0

																																										KEKB				K		0		0		0		0				0		0		0

																																										PF				P		0		0		0		0				0		0		0

																																										J-PARC				J		0		0		0		0				0		0		0

																																										その他プロジェクト タ				E		0		0		0		0				0		0		0

																																										計 ケイ						0		0		0		0				0		0		0



維持管理費の推移



長寿命化	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	3037749722	1502470510	621920622	1550514275	プロジェクト	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	3331802048	5368509678	5533915832	5261441438	長寿命化平均値	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	1678163782.25	1678163782.25	1678163782.25	1678163782.25	プロジェクト平均値	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	4873917249	4873917249	4873917249	4873917249	









維持管理費



緑地管理費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	33.596620999999999	15.526809	79.287951000000007	12.567705999999999	校地維持費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	41.920200000000001	51.120719999999999	56.428704000000003	43.195680000000003	増改築費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	656.49465899999996	34.866256999999997	4.9526859999999999	239.365047	修繕費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	367.29164700000001	349.63523600000002	254.38025300000001	406.76935400000002	改修費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	759.47284999999999	125.56732	56.360999999999997	535.87347399999999	運転監視費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	524.95905600000003	599.94451300000003	537.43868099999997	484.47572400000001	点検保守費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年	度	281.42747000000003	320.27259600000002	334.09952199999998	491.550949	光熱水費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	3823.2366630000001	5355.3079290000005	4834.6126800000002	4606.8148380000002	その他維持管理費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	64.450786999999991	92.739426000000009	62.629953999999998	62.917878000000002	







維持管理費（施設部関連）



緑地管理費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	33.596620999999999	15.526809	79.287951000000007	12.567705999999999	校地維持費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	41.9202000000	00001	51.120719999999999	56.428704000000003	43.195680000000003	増改築費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	656.49465899999996	34.866256999999997	4.9526859999999999	239.365047	修繕費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	367.29164700000001	349.63523600000002	254.38025300000001	406.76935400000002	改修費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	759.47284999999999	125.56732	56.360999999999997	535.87347399999999	







修繕・改修費の推移



長寿命化	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	80581554	177760144	122456874	367543886	プロジェクト	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	267057054	177270255	163426740	235138600	長寿命化平均値	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	187085614.5	187085614.5	187085614.5	187085614.5	プロジェクト平均値	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	210723162.25	210723162.25	210723162.25	210723162.25	









長寿命化施設における

予算別　維持管理費の推移



運営費交付金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	2234307872	1224558014	536009319	759593478	施設整備費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	66204	5500	167351200	47242000	773129074	先端研究推進費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	1970600	1829736	受託研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	8083260	11426280	0	雑収入	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	241920	23304090	0	収見合	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	67128350	100256536	0	15961987	目的積立金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	73425000	0	0	0	共同研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	0	0	その他補助金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	843000	1979580	1968333	0	







プロジェクト施設における

予算別　維持管理費の推移



運営費交付金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	2630716786	1549099297	906403660	760134911	施設整備費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	192350290	0	648000	0	先端研究推進費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	3738730655	4463323739	4337270587	受託研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	19991119	33955315	0	雑収入	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	17614016	9412927	130464973	収見合	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	166646695	4462840	96276285	23449159	目的積立金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	0	0	共同研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	2922089	13930930	0	その他補助金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	342088277	35689662	9964976	10121808	







長寿命化施設における予算別

維持・改修費の推移



運営費交付金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	36645554	104904546	71396571	129104606	施設整備費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	43936000	45052720	47242000	237255600	先端研究推進費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	0	1183680	受託研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	3910140	1739880	0	雑収入	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	241920	1125090	0	収見合	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	23650818	0	0	目的積立金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	0	0	共同研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	0	0	その他補助金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	953333	0	







プロジェクト施設における予算別

修繕・改修費の推移



運営費交付金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	263619684	147092355	133562850	195654640	施設整備費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	648000	0	先端研究推進費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	21535200	15062760	37037520	受託研究費	平成26年度	平成2	7年度	平成28年度	平成29年度	0	3408480	9572040	0	雑収入	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	997650	959040	収見合	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	3437370	1459620	0	216000	目的積立金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	0	0	0	共同研究費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	2278800	0	0	その他補助金	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	0	1495800	3583440	1271400	







点検保守費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	403.595146	446.42616900000002	420.906003	362.09885300000002	修繕費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	292.48382700000002	339.77765599999998	189.456053	367.70197400000001	改修費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	36.019599999999997	23.872979999999998	82.594120000000004	254.17160000000001	増改築費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	1270.334975	146.33233999999999	29.361000000000001	765.21686399999999	







光熱水費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	3930.8722049999997	5341.3041860000003	4792.7921109999997	4570.1804949999996	運転監視費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	452.56319999999999	478.8288	480.44880000000001	414.46080000000001	点検保守費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	403.595146	446.42616900000002	420.906003	362.09885300000002	その他維持管理費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	181.86339999999998	207.70435499999999	240.110209	161.040064	増改築費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	1270.334975	146.33233999999999	29.361000000000001	765.21686399999999	修繕費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	292.48382700000002	339.77765599999998	189.456053	367.70197400000001	改修費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	36.019599999999997	23.872979999999998	82.594120000000004	254.17160000000001	







年間維持管理費グラフ



①修繕費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	367291647	349635236	254380253	406769354	⑬改修費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	281427470	320272596	334099522	491550949	②点検保守費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	524959056	599944513	537438681	484475724	③運転監視費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	8905240	26211668	9702496	18018561	④廃棄物処分費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	33596621	15526809	79287951	12567706	⑤緑地管理費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	41920200	51120720	56428704	43195680	⑥校地維持費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	17342007	29600970	11839692	7949902	⑦清掃費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	38203540	36926788	41087766	36949415	⑧警備費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	1918601655	4337724428	4508568241	4041726517	⑨電気代	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	1859874451	902030980	225581913	466547459	⑩上下水道費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	44760557	115552521	100462526	98540862	⑪ガス代	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	656494659	34866257	4952686	239365047	⑫増改築費	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	759472850	125567320	56361000	535873474	







修繕・改修費のみ抜出

施設部関連予算

維持管理費の70％が光熱水費

土地・建物・設備の維持管理費は全体の15％

施設部維持管理関連予算

施設部点検・保守関連予算



Sheet1

																運交金-J-PARC-J運営費(基盤)-共通		運交金-J-PARC-J運営費(H22大強度)-Ｊセンター共通		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費(共通)		運交金(復旧・復興)-施設部-バックアップ電源システム-電気		その他補助金等-機構共通-14H10 ふるさと文化財の森-事業費		その他補助金等-加三・四-15s01 設備整備費･SKEKB[26補正]-大電力高周波移設及び調整		その他補助金等-機構共通-16H07 ふるさと文化財の森-事業費		その他補助金等-施設部-17H07 省ｴﾈ投資促進支援-設備費

																運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-Ｊセンター共通		運交金-J-PARC-J運営費(基盤)-共通		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-電磁石		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費(共通)		その他補助金等-施設部-14H08 ｲﾉﾍﾞ施設・早野[25繰越]-利用促進化推進棟・工事費		その他補助金等-機構共通-15H07 研究大学強化促進費-雑役務費[戦略推進部]		その他補助金等-施設部-16H08 省ｴﾈ･生産性革命投資促進-機器等費		その他補助金等-放二-17H05 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料

																運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費(ν生成)		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		その他補助金等-施設部-14H08 ｲﾉﾍﾞ施設・早野[25繰越]-利用促進化推進棟・設計費		その他補助金等-機構共通-15H08 ふるさと文化財の森-事業費		その他補助金等-放二-16H02 人材育成･ﾅﾉﾃｸCUPAL･足立-光熱水費		その他補助金等-放二-一般管理費[17H05 ﾀﾝﾊﾟｸ・千田]-その他[諸経費]

																運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費(一次ライン)		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費(実験室設備)		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費(実験室設備)		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-シスコミ		その他補助金等-放二-14H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		その他補助金等-放二-15H01 共用促進・産業利用・野村-光熱水料		その他補助金等-放二-16H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		運交金-J-PARC-Hライン(J)-物件費

																運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費(共通)		運交金-J-PARC-宿泊運営・東海(基盤）-みのうち住宅		運交金-J-PARC-ミュオン実験(大強度)-物件費		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-入出射		その他補助金等-放二-14H03 共用促進･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		その他補助金等-放二-15H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-光熱水料		その他補助金等-放二-16H03 医療研究･ﾀﾝﾊﾟｸ解析･千田-設備備品費		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費

																運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費(二次ライン)		運交金-J-PARC-宿泊運営・東海(基盤）-太田団地		運交金-J-PARC-中性子実験(大強度)-物件費(共通)		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費(二次ライン)		運交金(復旧・復興)-加三・四-冷却水設備-KEKB		その他補助金等-放二-15H09 人材育成･ﾅﾉﾃｸCUPAL･足立-光熱水費		運交金-J-PARC-High_p(J)-物件費		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費

																運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費		運交金(復旧・復興)-先端-冷却水冷凍機-ATF		運交金(復旧・復興)-J-PARC-高周波システム-MR		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		運交金-J-PARC-MR運転(J)-ＲＦ

																運交金-J-PARC-ハドロンビーム(大強度)-物件費(実験室設備)		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		運交金-J-PARC-ミュオン実験(大強度)-物件費		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		運交金-J-PARC-g-2(J)-物件費		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		運交金-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ

																運交金-J-PARC-ミュオン実験(大強度)-物件費		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		運交金-J-PARC-J運営費(大強度)-物件費		運交金-J-PARC-J運営費(J)-物件費		運交金-J-PARC-K1.8(J)-物件費		運交金-J-PARC-MR運転(J)-共通

																運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-機械		運交金-J-PARC-放射線(大強度)-放射線管理		運交金-加五-リニアック(B設備)-加速管1		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-ＲＦ		運交金-J-PARC-J運営費(一般)-物件費		運交金-J-PARC-MR運転(J)-RF		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通

																運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-建築		運交金-ミュオン-ミュオン(研究施設)-ミュオン共通		運交金-加五-リニアック(B設備)-共通1		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-シスコミ		運交金-J-PARC-MR運転(J)-RF		運交金-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費

																運交金-J-PARC-東海維持（大強度）-電気		運交金-加五-リニアック(PF)-加速管2		運交金-加五-リニアック(PF)-マイクロ波2		運交金-J-PARC-放射線(大強度)-放射線廃棄物処理		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-モニタ		運交金-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・NU2増強		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備

																運交金-J-PARC-放射線（大強度）-一般安全(物件費)		運交金-加三・四-B運転(Bファク-設備)-KEKB共通		運交金-加五-リニアック(PF)-運転管理2		運交金-加五-リニアック(PF)-マイクロ波2		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-共通		運交金-J-PARC-MR運転(J)-共通		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費

																運交金-加一・二-研究施設費（加一・二）-加一・二系共通		運交金-加三・四-B運転(Bファク-設備)-KEKB施設・安全		運交金-加五-リニアック(PF)-共通2		運交金-加五-リニアック(PF)-加速管2		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-制御		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		運交金-J-PARC-T2K(J)-物件費・超伝導低温		運交金-J-PARC-一般安全(一般)-物件費

																運交金-加五-リニアック(PF)-加速管２		運交金-加三・四-B運転(Bファク-設備)-マグネット		運交金-加五-リニアック(PF)-制御2		運交金-加三・四-B運転(B運営)-KEKB共通		運交金-J-PARC-MR運転(大強度)-入出射		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		運交金-J-PARC-光熱水料(一般)-電気料

																運交金-加五-リニアック(PF)-共通２		運交金-加三・四-KEKB共通(基盤)-物件費		運交金-加三・四-B運転(B運営)-KEKB共通		運交金-加三・四-B運転(B設備)-KEKB共通		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費・一次ライン		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		運交金-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		運交金-J-PARC-中性子実験(J)-共通

																運交金-加五-リニアック(PF)-低速陽電子		運交金-加施設長-加速器共通(基盤)-物件費		運交金-加三・四-B運転(B運営)-KEKB施設・安全		運交金-加施設長-事務室経費(一般)-事務室		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費・測量		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		運交金-J-PARC-一般安全(J)-物件費		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械

																運交金-加五-研究施設費(加五)-加五系共通		運交金-加施設長-事務室経費(基盤)-事務室		運交金-加三・四-B運転(B設備)-KEKB共通		運交金-加七-卓上シンクロトロン経費(一般)-物件費		運交金-J-PARC-T2K(大強度)-物件費・二次ライン		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築

																運交金-加三・四-B運転-ＫＥＫＢ共通		運交金-加七-PS維持（H22大強度）-物件費		運交金-加三・四-B運転(B設備)-RFシステム		運交金-管理局-共通経費-警備費		運交金-J-PARC-ハドロン設備改修(大強度)-ハドロン実験ホール改修費[補填]		運交金-J-PARC-中性子実験(J)-物件費・共通		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気

																運交金-加三・四-B運転-モニター		運交金-加七-PS維持(大強度)-物件費		運交金-加三・四-B運転(B設備)-超伝導マグネット		運交金-管理局-共通経費-交通安全		運交金-J-PARC-一次陽子(大強度)-物件費		運交金-J-PARC-低温(J)-物件費		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理

																運交金-加三・四-B運転-超伝導マグネット		運交金-加七-光源運転経費-光源第1グループ		運交金-加三・四-KEKB共通(一般)-物件費		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		運交金-J-PARC-一次陽子(大強度)-物件費・実験室設備		運交金-J-PARC-東海維持(J)-機械		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		運交金-加一・二-加速器一・二系(一般)-加一・二系共通

																運交金-加三・四-B運転-冷凍機・クラブ空洞		運交金-加七-卓上シンクロトロン経費(基盤)-物件費		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		運交金-管理局-共通経費-清掃費		運交金-J-PARC-一般安全(大強度)-物件費		運交金-J-PARC-東海維持(J)-建築		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理		運交金-加五-リニアック(28・B)-共通1

																運交金-加三・四-特別経費-KEKB基盤		運交金-管理局-管理運営費(H22一般)-雑役務費		運交金-加七-次世代光源(PF)-HLRF		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		運交金-J-PARC-光熱水料-上水道料		運交金-J-PARC-東海維持(J)-電気		運交金-加五-リニアック(B)-加速管1		運交金-加五-リニアック(B)-マイクロ波1

																運交金-加施設長-加速器共通(基盤)-加速器共通		運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		運交金-管理局-共通経費-交通安全		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		運交金-J-PARC-光熱水料-電気料		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理		運交金-加五-リニアック(B)-共通1		運交金-加五-リニアック(B)-施設1

																運交金-加施設長-事務室経費-事務室		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		運交金-管理局-共通経費-雑役務費		運交金-管理局-職員宿舎維持費-東海地区		運交金-J-PARC-事故対策経費(25・大強度)-ハドロンホール施設改修		運交金-J-PARC-放射線(J)-放射線管理		運交金-加五-リニアック(PF)-低速陽電子3		運交金-加五-リニアック(B)-入射部1

																運交金-加七-PS維持（大強度）-ＰＳ維持		運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		運交金-管理局-共通経費-職員厚生費		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		運交金-J-PARC-事故対策経費(25・大強度)-大規模排気設備		運交金-ミュオン-ミュオン(一般)-ミュオン共通		運交金-加三・四-B運転(B)-BT		運交金-加五-リニアック(PF)-運転管理3

																運交金-加七-光源運転経費-共通経費		運交金-管理局-管理運営費-職員厚生費		運交金-管理局-共通経費-役員経費		運交金-機構共通-KEKB女子トイレ経費(裁量)-工事経費		運交金-J-PARC-中性子・ミュオン共通(大強度)-物件費・共通		運交金-加五-リニアック(B)-マイクロ波1		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		運交金-加五-リニアック(PF)-共通3

																運交金-加七-光源運転経費-光源第4グループ		運交金-機工セ-工作工場経費(基盤)-機械系保守		運交金-管理局-職員宿舎維持費-つくば地区		運交金-機構共通-PCB廃棄物運搬費(裁量)-物件費		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-機械		運交金-加五-リニアック(PF)-マイクロ波4		運交金-加三・四-B運転(B)-モニター		運交金-加三・四-B運転(B)-BT

																運交金-加七-次世代光源(PF)-放射線		運交金-機工セ-工作工場経費(基盤)-雑役務費		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(H22債務)-PCB廃棄物処理費		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-建築		運交金-加五-リニアック(PF)-共通4		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通

																運交金-加七-卓上シンクロトン経費-物件費		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		運交金-機構共通-TIA推進室経費-物件費		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(特殊)-PCB廃棄物処理費		運交金-J-PARC-東海維持(大強度)-電気		運交金-加五-リニアック(PF)-低速陽電子4		運交金-加七-光源運転経費(PF)-共通経費		運交金-加三・四-B運転(B)-RFシステム

																運交金-管理局-管理運営費-交通安全		運交金-機構共通-東海運営費(H22一般)-共通		運交金-機構共通-空調設備入替経費(裁量)-工事経費		運交金-機構共通-広報室経費-一般公開		運交金-J-PARC-放射線(大強度)-放射線廃棄物処理		運交金-加三・四-B運転(B)-BT		運交金-加六-PS維持(一般)-物件費		運交金-加三・四-B運転(B)-超伝導マグネット

																運交金-管理局-管理運営費-雑役務費		運交金-計算セ-電子計算機経費(H22一般)-共通経費		運交金-機構共通-広報室経費-一般公開		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		運交金-加五-リニアック(B運営)-マイクロ波1		運交金-加三・四-B運転(B)-KEKB共通		運交金-加六-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		運交金-加三・四-B運転(B)-冷凍機

																運交金-管理局-管理運営費-事務電算		運交金-計算セ-電子計算機経費(H22一般)-施設整備		運交金-機構共通-高度情報利用推進室経費-物件費		運交金-機構共通-防犯対策関連経費(裁量)-物件費		運交金-加五-リニアック(B運営)-加速管1		運交金-加三・四-B運転(B)-冷凍機		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		運交金-加三・四-KEKBリング(一般)-QCS舗装

																運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（つくば地区）		運交金-計算セ-電子計算機経費-施設整備		運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		運交金-加五-リニアック(PF)-共通2		運交金-加四-加速器四系(一般)-加四系共通		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費

																運交金-管理局-管理運営費-宿舎維持費（東海地区）		運交金-計算セ-電子計算機経費-大型システム更新		運交金-機構共通-食堂入口扉交換経費(裁量)-工事経費		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		運交金-加三・四-B運転(B運営)-KEKB共通		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		運交金-管理局-情報基盤管理室(一般)-物件費		運交金-加七-加速器七系(一般)-研究主幹

																運交金-管理局-管理運営費-消耗品費		運交金-施設部-テント倉庫用敷地造成(裁量)-工事関連経費		運交金-機構共通-東海運営費(一般)-物件費(共通)		運交金-施設部-運転-機械		運交金-加三・四-B運転(B運営)-RFシステム		運交金-加施設長-事務室経費(一般)-事務室		運交金-管理局-人事労務課(一般)-職員厚生費[福利厚生室](K裁量)		運交金-加七-光源運転経費(PF)-光源第2グループ

																運交金-管理局-特別経費-職員宿舎給水ポンプ交換		運交金-施設部-運転(H22特別)-機械		運交金-機構共通-防犯対策関連経費(裁量)-物件費		運交金-施設部-運転-電気		運交金-加三・四-B運転(B運営)-常伝導空洞		運交金-加七-光源運転経費(26・リダ)-共通経費		運交金-管理局-人事労務課(一般)-食堂等厨房排水管清掃(K裁量)		運交金-加六-PS跡地(一般)-物件費

																運交金-管理局-特別経費-職員宿舎個別ガス給湯器設置経費		運交金-施設部-運転-機械		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		運交金-施設部-研究支援戦略推進部準備(裁量)-工事経費		運交金-加三・四-B高度化・KEKB(裁量)-KEKB共通		運交金-加七-光源運転経費(26・リダ)-光源第7グループ		運交金-管理局-総務課(一般)-役員経費		運交金-加六-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2

																運交金-管理局-特別経費-職員宿舎消防設備修繕		運交金-施設部-運転-電気		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-大型システム更新		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		運交金-加施設長-加速器共通(一般)-物件費		運交金-加七-光源運転経費(PF)-光源第4グループ		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		運交金-加六-先端加速器・物件費(先端)-コストダウンR&D

																運交金-機工セ-研究施設（機工）-機械工学センター共通		運交金-施設部-工事雑役(H22一般)-建築(つくば)		運交金-施設部-運転-機械		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		運交金-加七-PS維持(大強度)-物件費		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]		運交金-機構共通-KEKB女子トイレ経費(K裁量)-工事費		運交金-管理局-PCB変圧器更新[特別]-物件費

																運交金-機工セ-工作工場経費-機械系保守		運交金-施設部-工事雑役(H22一般)-電気(つくば)		運交金-施設部-運転-電気		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		運交金-加七-光源運転経費(PF)-共通経費		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]		運交金-機構共通-PCB保管場所整備費(K裁量)-事業費		運交金-管理局-共通経費(一般)-警備費[共通]

																運交金-機工セ-工作工場経費-雑役務費		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		運交金-加六-加速器六系(一般)-加六系共通		運交金-管理局-契約課(一般)-物件費		運交金-機構共通-監査室(一般)-ドア取付工事(K裁量)		運交金-管理局-共通経費(一般)-交通安全[共通]

																運交金-機工セ-工作工場経費-消耗品費		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		運交金-管理局-施設部(一般)-東京連絡所		運交金-機構共通-監査室(一般)-物件費		運交金-管理局-共通経費(一般)-清掃費[共通]

																運交金-機工セ-特別経費-第１工作棟排水改善工事経費		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		運交金-管理局-情報基盤管理室(一般)-物件費		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		運交金-管理局-契約課(一般)-物件費

																運交金-機構共通-省エネ推進経費-省エネファンド		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		運交金-管理局-物件費(一般)-警備費[共通]		運交金-管理局-総務課(一般)-物件費		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		運交金-管理局-国際企画課(一般)-物件費

																運交金-機構共通-東海運営費(基盤)-共通		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		運交金-管理局-物件費(一般)-研究協力課		運交金-管理局-総務課(一般)-役員経費		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		運交金-管理局-情報基盤管理課(一般)-事務電算

																運交金-機構共通-特別経費-盗難対策関係経費		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		運交金-管理局-物件費(一般)-主計課		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		運交金-管理局-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区

																運交金-計算セ-電子計算機経費-ネットワーク関連		運交金-施設部-受電設備修理関連経費(裁量)-工事費		運交金-施設部-東大通り街灯設置(裁量)-工事経費		運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		運交金-管理局-物件費(一般)-清掃費[共通]		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(24・特殊)-PCB廃棄物処理費		運交金-機構共通-高度情報利用推進室(一般)-物件費(K裁量)		運交金-管理局-東海C運営費(一般)-物件費

																運交金-計算セ-電子計算機経費-共通経費		運交金-施設部-消防設備整備費(裁量)-修繕費		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-空調設備		運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		運交金-管理局-物件費(一般)-総務課		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(一般)-PCB廃棄物処理費		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費

																運交金-計算セ-電子計算機経費-施設整備		運交金-先端-レーザー科学(先端)-物件費		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-室長留置		運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		運交金-管理局-物件費(一般)-東京連絡所[施設部]		運交金-機構共通-PCB廃棄物処理費(特殊)-PCB廃棄物処理費		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区(K裁量)		運交金-機構共通-PCB保管場所整備費[特別]-事業費

																運交金-施設部-運転-機械		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-ATF/ATF2		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-冷凍機		運交金-施設部-東大通り街灯設置(裁量)-工事経費		運交金-機工セ-工作工場経費(一般)-工場経費		運交金-機構共通-研究支援戦略推進部(一般)-物件費		運交金-機構共通-東海C運営費(一般)-物件費		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-PS周辺コンテナ解体・撤去

																運交金-施設部-運転-電気		運交金-素核研-理論センター-物件費-共通(基盤)		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-ATF/ATF2		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-ATF/ATF2		運交金-機構共通-ILC準備室(裁量)-物件費		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-物件費

																運交金-施設部-工事雑役(つくば)-機械		運交金-低温セ-超伝導低温経費(H22一般)-実験室整備安全		運交金-素長-素核研共通-物件費(研究施設)		運交金-先端-先端加速器・物件費（先端）-STF基盤		運交金-機構共通-研究支援戦略推進部(裁量)-物件費		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		運交金-施設部-PFエネセン・PF_AR改修費(一般)-工事費		運交金-機構共通-PS管理経費(一般)-北CH管理区域縮小

																運交金-施設部-工事雑役(つくば)-建築		運交金-低温セ-超伝導低温経費(基盤)-実験室整備安全		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		運交金-日米-先端加速器-物件費(HLRF)		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		運交金-機構共通-研究支援戦略推進部(一般)-物件費

																運交金-施設部-工事雑役(つくば)-電気		運交金-物長-共通経費(基盤)-物件費		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		運交金-施設部-運転(B・PF)-建築		運交金-機構共通-光熱水料-ガス料

																運交金-施設部-工事雑役(東海)-機械		運交金-放一・二-PF共同利用-タンパク		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-安全		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-つくば地区		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		運交金-機構共通-光熱水料-下水道料

																運交金-施設部-工事雑役(東海)-建築		運交金-放一・二-PF共同利用-共通		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-基盤整備		運交金-機構共通-光熱水料-電気料		運交金-機構共通-職員宿舎維持費(一般)-東海地区		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		運交金-機構共通-光熱水料-上水道料

																運交金-施設部-工事雑役(東海)-電気		運交金-放一・二-PF共同利用-構造生物準備室		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造生物準備室		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		運交金-機構共通-自動ドア不正侵入対策(裁量)-物件費		運交金-機構共通-男女共同参画推進室(一般)-物件費		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		運交金-機構共通-光熱水料-電気料

																運交金-先端-次世代光源(基盤)-RF電源部		運交金-放射セ-環境安全(PF)-水質検査		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造物性研究センター		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		運交金-機構共通-東海運営費(一般)-物件費		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-共通経費		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		運交金-機構共通-広報室(一般)-物件費

																運交金-先端-次世代光源(基盤)-室長留置		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		運交金-放一・二-放射光(研究施設)-PF共通		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造生物準備室		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		運交金-計算セ-電子計算機経費(一般)-施設整備		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		運交金-共通施設長-共通経費(一般)-計算科学センター

																運交金-先端-先端加速器(基盤)-STF基盤		共同研-加三・四-実験施設整備費(間接)-KEKBテントハウス整備		運交金-放射セ-加速器安全(大強度)-関係施設整備		運交金-放一・二-放射光(研究施設)-PF共通		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		運交金-共通施設長-共通経費(一般)-放射線科学センター

																運交金-先端-先端加速器(基盤)-共通		雑収入-機構共通-福利厚生施設(間接・裁量)-備品整備経費		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		運交金-放射セ-加速器安全(大強度)-大強度加速器安全研究		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		運交金-共通施設長-老朽化対策経費(一般)-RI排水処理施設補修費

																運交金-先端-先端加速器(先端)-ATF/ATF2		雑収入-素長-科研間接・素核研　-所長		共同研-加三・四-KEKBテントハウス(間接)-工事費		運交金-放射セ-環境安全(PF)-業務委託		運交金-施設部-交流センター自動ドア補修(裁量)-物件費		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-保守費		運交金-施設部-運転(B・PF)-機械

																運交金-先端-測定器開発(基盤)-その他		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		雑収入-施設部-電子陽電子入射器棟増築(間接)-工事費		運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		運交金-素核研-Belle(一般)-物件費(K裁量)		運交金-施設部-運転(B・PF)-建築

																運交金-先端-測定器開発(先端)-TPCX		受託研費-機構共通-防犯対策関連(間接・裁量)-侵入防止関連工事		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		雑収入-施設部-電子陽電子入射器棟増築(間接)-工事費		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		運交金-素核研-エレクトロS(一般)-物件費		運交金-施設部-運転(B・PF)-電気

																運交金-素核研-Belle(基盤)-物件費(測定器構造体)		収見合-機構共通-3号館女子トイレ増設工事(裁量)-工事費		受託研費-放二-間接・物構研-村上　洋一		施設整備-施設部-Bファク高度化(H24国債(23-24))-陽電子低ｴﾐｯﾀﾝｽ入射ｼｽﾃﾑ用ﾄﾝﾈﾙ		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		運交金-素核研-理論センター(一般)-物件費・共通		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-機械

																運交金-素核研-Belle(研究施設)-物件費(Belle)		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-施設維持費		収見合-加七-PS施設補修･整備(裁量)-工事経費		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-建築

																運交金-素核研-CMB(研究施設)-物件費(CMB)		収見合-機構共通-宿泊運営（つくば）-設備等更新・改修費		収見合-機構共通-宿泊運営(つくば)-施設維持費		受託研費-機構共通-一般管理費(12D08 スパコン)-物件費		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-冷凍機維持経費		運交金-施設部-工事雑役(一般)・つくば-電気

																運交金-素核研-ハドロンビーム(研究施設)-物件費(ハドロンビーム)				収見合-機構共通-宿泊運営(つくば)-設備等更新・改修費		収見合-機構共通-宿泊運営(東海)-みのうち住宅		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気		運交金-施設部-廃液貯留槽等改修(M裁量)-工事費		運交金-日米-先端加速器・早野(日米)-物件費・国内・クライオ		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-機械

																運交金-素核研-素核研共通(基盤)-物件費				収見合-機構共通-宿泊運営(東海)-東海ドミトリー		収見合-機構共通-宿泊運営(東海)-太田団地		運交金-施設部-樹木伐採経費(裁量)-物件費		運交金-先端-国際科学イノベ拠点(26・リダ)-設備費		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-建築

																運交金-素核研-短寿命核(研究施設)-物件費(短寿命核)				収見合-放一・二-施設利用料-構造生物		収見合-機構共通-宿泊運営(東海)-東海ドミトリー		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-室長		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-タンパク		運交金-施設部-工事雑役(一般)・東海-電気

																運交金-素核研-特別経費-4号館居室整備経費				収見合-放一・二-施設利用料-放射光				運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-STF基盤		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-放射線		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-ロボット開発		運交金-施設部-老朽化対策経費(一般)-AR西棟チラー更新費

																運交金-素核研-理論センター(研究施設)-物件費(共通)								運交金-先端-測定器開発・物件費(先端)-クリーンルーム		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-ATF/ATF2		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		運交金-施設部-老朽化対策経費(一般)-管理棟防水経費

																運交金-低温セ-研究施設（低温）-超伝導低温工学センター共通								運交金-素核研-Belle(B運営)-物件費・KLミュー測定器		運交金-先端-先端加速器・物件費(先端)-共通		運交金-放一・二-放射光(一般)-PF共通		運交金-施設部-老朽化対策経費(一般)-特別高圧関連設備修理費

																運交金-低温セ-超伝導低温経費-実験室整備安全								運交金-素核研-理論センター(一般)-物件費・共通		運交金-先端-測定器開発・物件費(先端)-その他		運交金-放射セ-加速器安全(J)-放射性廃棄物処理関係		運交金-施設部-老朽化対策経費(一般)-冷却水ポンプ更新費

																運交金-物長-共通経費(基盤)-物構研共通								運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		運交金-素核研-Belle(B)-物件費・実験室安全		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-共通経費		運交金-先端-次世代光源・物件費(先端)-保守費		その他* タ

																運交金-物副（つくば）-PF共通経費-ＰＦ共通								運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		運交金-素核研-Belle(B)-物件費・測定器構造体		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-放射線安全管理業務整備・維持		運交金-先端-測定器開発・物件費(先端)-その他		運交金* ウンコウキン

																運交金-放一・二-PF共通経費（基盤）-PF共通								運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		運交金-素核研-ILC測定器(一般)-物件費		運交金-放射セ-環境安全(PF)-環境管理		運交金-素核研-エレクトロS(一般)-物件費		共同研* キョウドウ ケン

																運交金-放一・二-PF共同利用-タンパク								運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-タンパク		運交金-素核研-エレクトロS(一般)-物件費		運交金-放射セ-環境安全(PF)-業務委託		運交金-素核研-実験室安全(一般)-物件費		雑収入* ザツシュウニュウ

																運交金-放一・二-PF共同利用-共通								運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		運交金-素核研-実験室安全(一般)-物件費		運交金-放射セ-環境安全(PF)-業務関連経費		運交金-素核研-低温(一般)-物件費		施設整備* シセツ セイビ

																運交金-放一・二-PF共同利用-構造生物準備室								運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		運交金-素核研-低温(一般)-物件費		運交金-放射セ-環境安全(一般)-環境安全共通		運交金-素長-素核研共通(一般)-物件費		受託研究* ジュタク ケンキュウ

																運交金-放一・二-PF共同利用-生理試料準備室								運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造生物準備室		運交金-素核研-理論センター(一般)-物件費・共通		共同研-機構共通-運営共通経費-光熱水料		運交金-低温セ-ヘリウム経費(一般)-保守費		収見合* オサム ミアイ

																運交金-放射セ-研究施設（放射線）-放射線安全								運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-生命科学GL留置		運交金-素長-素核研共通(一般)-物件費		共同研-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		先端研究推進費* センタン ケンキュウ スイシンヒ

																寄附金-J-PARC-小林隆[T2K]-運転経費								運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-物質化学GL留置		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-実験室整備安全		雑収入-J-PARC-加速器運転準備棟(助間･K裁量)-建設費		運交金-日米-早野・物件費・国内-先端加速器・STF基盤		目的積立金* モクテキ ツミタテ キン

																共同研-J-PARC-22②13 JST-瀬戸秀紀-工事費								運交金-放射セ-加速器安全(B運営)-放射線管理業務委託		運交金-低温セ-超伝導低温経費(一般)-冷凍機維持経費		雑収入-管理局-情報基盤管理室(科間・K裁量)-事務電算		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費

																雑収入-J-PARC-間接・J-PARC-ハドロン実験施設整備								運交金-放射セ-加速器安全経費(大強度)-放射性廃棄物保管棟関係費		運交金-物長-共通経費(一般)-物件費		雑収入-管理局-人事労務課(科間・K裁量)-筑波実験棟前東屋柱修理		運交金-物長-所長裁量経費(一般)-物件費

																雑収入-J-PARC-間接・特別経費-東海宿泊施設								運交金-放射セ-環境安全(PF)-水質検査		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通		雑収入-機構共通-その他収入-光熱水料		運交金-物副（つくば）-PF共通経費(PF)-PF共通

																雑収入-機構共通-間接・特別経費-福利厚生施設備品整備費								運交金-放射セ-環境安全(PF)-廃液等処理		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-NE5C,7A		雑収入-機構共通-メール室拡大(科間・K裁量)-工事経費		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通

																雑収入-素長-間接・素核研　-所長								施設整備-加三・四-Bファク高度化[25繰越]-衝突リング[KEKB共通]		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通		雑収入-機構共通-科研間接・機構共通-光熱水料		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-共通管理

																施設整備-施設部-（大穂）ﾗｲﾌﾗｲﾝ（繰越分)-事業費								施設整備-加七-直接入射路増強[24補正]-ビーム診断システム[据付]		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-業務委託		雑収入-機構共通-広報室(科間・K裁量)-引っ越し経費		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-物質化学GL留置

																施設整備-施設部-営繕事業-事業費								施設整備-加七-直接入射路増強[24補正]-安全システム		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-構造生物準備室		雑収入-素長-科研間接・素核研-所長		運交金-放一・二-放射光(一般)-PF共通

																受託研費-機構共通-間接・特別経費-３号館１階和式トイレ改修経費								施設整備-施設部-一次陽子[24補正・その2]-COMET実験棟等		運交金-放一・二-PF共同利用(PF)-生命科学GL留置		施設整備-加五-SKEKB実験研究[H28補正]-リニアック[マイクロ波5]		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-共通経費

																受託研費-機構共通-間接・特別経費-福利厚生施設備品整備費								施設整備-施設部-一次陽子[24補正・その2]-高運動量BL機械棟等		運交金-放一・二-施設利用料(一般)-放射光		施設整備-施設部-[大穂]ライフライン再生（電設）-施設整備費		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-放射線安全管理業務整備・維持

																受託研費-放二-間接・物構研-若槻壮市								施設整備-施設部-営繕事業-事業費		運交金-放一・二-放射光(一般)-PF共通		施設整備-施設部-営繕事業-事業費		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-放射線集中監視システム維持

																収見合-J-PARC-実験施設整備費-T2K-機密ドア交換								施設整備-施設部-直接入射路増強[24補正]-附属機械棟		運交金-放射セ-加速器安全(J)-サーベイメータ等維持		受託研費-J-PARC-加速器運転準備棟(間接･K裁量)-建設費		運交金-放射セ-環境安全(PF)-環境管理

																収見合-J-PARC-特別経費-東海宿泊施設用什器備品								収見合-機構共通-光熱水料-電気料		運交金-放射セ-加速器安全(J)-出入管理システム維持		受託研費-管理局-納管ｾﾝﾀｰ改修費(間接・K裁量)-改修費		運交金-放射セ-環境安全(一般)-環境管理

																収見合-加三-実験施設整備費-KEKBテントハウス整備								収見合-機構共通-施設利用料-高度化課金		運交金-放射セ-加速器安全(PF)-共通経費		受託研費-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		運交金-放射セ-放射線安全(一般)-放射線安全共通

																収見合-機構共通-広報室経費-広報室								収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		運交金-放射セ-環境安全(PF)-業務委託		受託研費-施設部-ATFﾃﾝﾄ倉庫膜張替(間接・K裁量)-事業費		雑収入-J-PARC-[助]科研間接・J-PARC-光熱水料

																収見合-機構共通-宿泊運営-施設維持費								収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		運交金-放射セ-環境安全(PF)-研究開発		受託研費-施設部-つくば・防火ｼｬｯﾀｰ(間接・K裁量)-事業費		雑収入-J-PARC-科研間接・J-PARC-光熱水料

																収見合-機構共通-宿泊運営-設備等更新・改修費								収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		運交金-放射セ-環境安全(一般)-環境安全共通		受託研費-施設部-垣根剪定(間接・K裁量)-事業費		雑収入-加六-COI棟整備(科間・M裁量)-物件費

																収見合-機構共通-特別経費-PF光源棟駐車場整備経費								収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		共同研-加七-15C217 トヤマ・小林-研究費		受託研費-施設部-構内道路･標示補修(間接･K裁量)-事業費		雑収入-機構共通-その他収入-光熱水料

																収見合-機構共通-特別経費-共同利用宿泊施設改修・整備								収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		共同研-機構共通-運営共通経費-光熱水料		受託研費-施設部-日光実験棟ｸﾚｰﾝ(間接・K裁量)-事業費		雑収入-機構共通-科研間接・機構共通-光熱水料

																収見合-機構共通-特別経費-男女共同参画室設置経費								収見合-施設部-東海ドミトリー増築経費(裁量)-工事経費		共同研-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		受託研費-放二-14D31 JST･SIP先端計測･木村-その他		施設整備-施設部-[大穂]ライフライン再生[電設]-施設整備費

																収見合-機構共通-特別経費-東海１号館高湿度対策経費								収見合-放一・二-施設利用料-BL_2		雑収入-機構共通-[助]科研間接・機構共通-光熱水料		受託研費-放二-14D31 JST･SIP先端計測･木村-光熱水料		施設整備-施設部-[大穂]基幹・環境整備[防水]-施設整備費

																収見合-機構共通-特別経費-東海１号館駐輪場整備費								収見合-放一・二-施設利用料-構造生物		雑収入-機構共通-その他収入-光熱水料		受託研費-放二-16Ｄ09 文科省・光ﾋﾞｰﾑPF・野村-光熱水料		施設整備-施設部-[東海]J-PARCビーム増強施設-施設整備費

																収見合-機構共通-特別経費-発生材置場新増設工事経費								目的積立金-施設部-東海ドミトリー増築経費-工事経費		雑収入-機構共通-育児支援室経費(科間･K裁量)-物件費		収見合-J-PARC-光熱水料[東海]-電気料		施設整備-施設部-[東海]J-PARCビーム増強施設-付帯事務費

																収見合-放一・二-施設利用-構造生物										雑収入-機構共通-科研間接・機構共通-光熱水料		収見合-機構共通-光熱水料-ガス料		施設整備-施設部-営繕事業-事業費

																										施設整備-施設部-[東海]基幹・環境整備-施設整備費		収見合-機構共通-光熱水料-下水道料		収見合-J-PARC-光熱水料(遅延損害金等・先端J)-電気料

																										施設整備-施設部-[東海]基幹・環境整備-付帯事務費		収見合-機構共通-光熱水料-上水道料		収見合-J-PARC-光熱水料-電気料

																										施設整備-施設部-営繕事業-事業費		収見合-機構共通-光熱水料-電気料		収見合-J-PARC-進入路設計費-設計費

																										受託研費-機構共通-KEKB女子トイレ経費(間接･K裁量)-工事費		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		収見合-機構共通-光熱水料(遅延損害金等・先端B)-電気料

																										受託研費-機構共通-一般管理費[15D08 分子動画]-光熱水料		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-施設維持費		収見合-機構共通-光熱水料-電気料

																										受託研費-機構共通-一般管理費[15D22 スパコン]-光熱水料		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		収見合-機構共通-高濃度PCB処理関連経費-事業費[特別]

																										受託研費-機構共通-一般管理費[15D39 ポスト京]-光熱水料		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-備品・消耗品・雑役務費		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料

																										受託研費-機構共通-間接・機構共通-光熱水料		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費

																										受託研費-機構共通-東海C運営費(間接)-物件費		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-備品・消耗品・雑役務費

																										受託研費-施設部-構内道路･標示補修(間接･K裁量)-事業費		収見合-放一・二-施設利用料-小角散乱		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅

																										受託研費-先端-国際科学ｲﾉﾍﾞ拠点(間接・K裁量)-事業費		先端研究推進費-J-PARC-J運営費(J)-物件費		収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー

																										受託研費-放二-14D31 産総研･SIP先端計測･木村-設備費		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-ＲＦ		収見合-放一・二-施設利用料-放射光

																										受託研費-放二-間接・SIP[木村]-設備費		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-シスコミ		先端研究推進費-J-PARC-Hライン(J)-物件費

																										収見合-管理局-企画課-物件費		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・ND		先端研究推進費-J-PARC-MR運転(J)-高繰り返し偏向電磁石電源

																										収見合-機構共通-タイ王女来訪(K裁量)-物件費		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・共通		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・一次ライン

																										収見合-機構共通-運動施設経費(K裁量)-工事費		先端研究推進費-J-PARC-ミュオン実験(J)-物件費		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・二次ライン

																										収見合-機構共通-光熱水料-電気料		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費		先端研究推進費-J-PARC-T2K(J)-物件費・放射線・安全

																										収見合-機構共通-施設利用料-高度化課金		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備		先端研究推進費-J-PARC-ミューオン(J)-物件費・Bライン

																										収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-光熱水料		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料		先端研究推進費-J-PARC-ミュオン実験(J)-物件費

																										収見合-機構共通-宿泊施設・つくば-設備等更新・改修費		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費

																										収見合-機構共通-宿泊施設・東海-みのうち住宅		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-BT		先端研究推進費-J-PARC-一次陽子(J)-物件費・実験室設備

																										収見合-機構共通-宿泊施設・東海-太田団地		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-KEKB共通		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-上水道料

																										収見合-機構共通-宿泊施設・東海-東海ドミトリー		先端研究推進費-加七-光源運転経費(PF)-光源第1グループ		先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J)-電気料

																										収見合-機構共通-職員宿舎維持費-つくば地区		先端研究推進費-加七-光源運転経費(PF)-光源第5グループ		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-機械

																										収見合-施設部-3号館外壁改修(K裁量)-工事費		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-ガス料		先端研究推進費-J-PARC-東海維持(J)-電気

																										収見合-施設部-エコアイデア(K裁量)-事業費		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-下水道料		先端研究推進費-J-PARC-放射線(J)-放射性廃棄物処理

																										収見合-施設部-タイ王女来訪(K裁量)-事業費		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-上水道料		先端研究推進費-加五-リニアック(B)-共通2

																										収見合-施設部-安衛室駐輪場取設(K裁量)-事業費		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B)-電気料		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-KEKB共通

																										収見合-施設部-機構西側境界ﾌｪﾝｽ経費(K裁量)-工事費		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J)-ガス料		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-マグネット

																										収見合-施設部-工事雑役・つくば-機械		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J)-下水道料		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-モニター

																										収見合-施設部-工事雑役・つくば-建築		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J)-上水道料		先端研究推進費-加三・四-KEKBリング(B)-超伝導マグネット

																										収見合-施設部-工事雑役・つくば-電気		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J)-電気料		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-ガス料

																										収見合-施設部-工事雑役・東海-機械		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-ガス料		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-下水道料

																										収見合-施設部-工事雑役・東海-建築		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-下水道料		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-上水道料

																										収見合-施設部-工事雑役・東海-電気		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-上水道料		先端研究推進費-機構共通-光熱水料-電気料

																										収見合-施設部-樹木伐採経費(K裁量)-工事費		先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF)-電気料		先端研究推進費-素核研-Belle(B)-物件費・IR

																										収見合-放一・二-施設利用料-BL_2		先端研究推進費-施設部-PF関連設備（PF)-物件費		先端研究推進費-素核研-Belle(B)-物件費・シリコン検出器

																										収見合-放一・二-施設利用料-XAFS		先端研究推進費-施設部-S-KEKB関連設備(B)-物件費		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用(PF)-共通

																										収見合-放一・二-施設利用料-放射光		先端研究推進費-放一・二-PF共同利用(PF)-共通

																										先端研究推進費-J-PARC-K1.8-物件費(J推)

																										先端研究推進費-J-PARC-MR運転-RF(J推)

																										先端研究推進費-J-PARC-MR運転-シスコミ(J推)

																										先端研究推進費-J-PARC-MR運転-真空(J推)

																										先端研究推進費-J-PARC-MR運転-制御(J推)

																										先端研究推進費-J-PARC-MR運転-電磁石(J推)

																										先端研究推進費-J-PARC-MR運転-入出射(J推)

																										先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・ν生成(J推)

																										先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・共通(J推)

																										先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・二次ライン(J推)

																										先端研究推進費-J-PARC-T2K-物件費・放射線・安全(J推)

																										先端研究推進費-J-PARC-ミュオン実験-物件費(J推)

																										先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J推)

																										先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費(J設)

																										先端研究推進費-J-PARC-一次陽子-物件費・実験室設備(J推)

																										先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-上水道料

																										先端研究推進費-J-PARC-光熱水料(J推)-電気料

																										先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-KEKB共通(B推)

																										先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-RFシステム(B設)

																										先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-マグネット(B推)

																										先端研究推進費-加三・四-KEKBリング-マグネット(B設)

																										先端研究推進費-加七-光源運転経費-光源第5グループ(PF推)

																										先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-ガス料

																										先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-下水道料

																										先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-上水道料

																										先端研究推進費-機構共通-光熱水料(B推)-電気料

																										先端研究推進費-機構共通-光熱水料(J推)-電気料

																										先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-ガス料

																										先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-下水道料

																										先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-上水道料

																										先端研究推進費-機構共通-光熱水料(PF推)-電気料

																										先端研究推進費-放一・二-PF共同利用-共通(PF推)

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































経年２５年整備金額（2010)

		基盤施設 キバン シセツ						研究者共通の研究環境 ケンキュウシャ キョウツウ ケンキュウ カンキョウ						ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ性の高い共通基盤 セイ タカ キョウツウ キバン						KEKB						PF						J-PARC						その他プロジェクト タ												起算年 キサン ネン		2010														（千円） センエン										棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ

		大穂		14		ＰＳ特高変電棟		大穂		11		第１工作棟		大穂		70		電子陽電子入射器棟		大穂		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		大穂		89		ＰＦ電源棟		東海		2		特高受電所 ショ		大穂		1		ＰＳ加速器準備棟				区分 クブン		団地 ダンチ		当番号 トウ バンゴウ		棟名称 ムネ メイショウ		建築面積 ケンチク メンセキ		建築年 ケンチク ネン		構造 コウゾウ		地上
階 チジョウ カイ		地下
階 チカ カイ		百年間の修理費 ヒャクネン カン シュウリヒ		百年間の更新費 ヒャク ネンカン コウシンヒ		1年間のm2当り修理費 ネンカン ア シュウリヒ		1年間のm2当り更新費 ネンカン ア コウシンヒ						14		ＰＳ特高変電棟		213		1979		25		15.975		31.95		11		第１工作棟		571		1971		25		42.825		85.65		70		電子陽電子入射器棟		9525		1980		25		714.375		1428.75		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		571		1984		25		42.825		85.65		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		25		109.35		218.7		1		ＰＳ加速器準備棟		2930		1970		25		219.75		439.5

		大穂		38		食堂		大穂		12		計算機北棟		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		大穂		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		大穂		91		ＰＦ光源棟		東海		3		ＭＲ第３電源棟		大穂		5		ＰＳ北実験棟				I		大穂		49		管理棟		2510		1976		R		2		0		269,332		799,326		1		3						38		食堂		433		1975		25		32.475		64.95		12		計算機北棟		2080		1972		25		156		312		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		25		123.9		247.8		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		580		1984		25		43.5		87		91		ＰＦ光源棟		9317		1980		25		698.775		1397.55		5		ＰＳ北実験棟		415		1970		25		31.125		62.25

		大穂		49		管理棟		大穂		23		ブースター電源棟		大穂		108		ＡＲ特高変電棟		大穂		127		ＭＲ・９ＳＭ５補助機械棟		大穂		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		東海		4		ＭＲ第２機械棟		大穂		6		Ｓ－１変電棟				IS		大穂		59		研究本館		2762		1978		R		3		0		333,346		989,306		1		4						49		管理棟		2510		1976		25		188.25		376.5		23		ブースター電源棟		256		1972		25		19.2		38.4		108		ＡＲ特高変電棟		347		1983		25		26.025		52.05		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		178		1984		25		13.35		26.7		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		283		1983		25		21.225		42.45		6		Ｓ－１変電棟		154		1970		25		11.55		23.1

		大穂		50		更衣室		大穂		25		第１低温棟								大穂		128		ＭＲ・９ＳＭ６補助機械棟		大穂		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		東海		5		ＭＲ第２搬入棟		大穂		8		ＰＳ補助機械棟				PI		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		R		2		0		177,532		768,828		1		6						50		更衣室		14		1976		25		1.05		2.1		25		第１低温棟		160		1972		25		12		24						11524				計 ケイ		864.3		1728.6		134		富士実験棟		1840		1984		25		138		276		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		1453		1983		25		108.975		217.95		8		ＰＳ補助機械棟		190		1971		25		14.25		28.5

		大穂		53		管理棟車庫		大穂		26		高圧ガス第１貯蔵棟								大穂		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		大穂		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		東海 トウカイ		6		RNB実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ				K		大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		S		1		0		134,468		473,944		1		3						53		管理棟車庫		155		1977		25		11.625		23.25		26		高圧ガス第１貯蔵棟		80		1972		25		6		12																136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		25		125.925		251.85		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		1625		1983		25		121.875		243.75		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ		1564		1971		25		117.3		234.6

		大穂		98		職員会館		大穂		28		１号館								大穂		134		富士実験棟		大穂		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		東海 トウカイ		7		ＭＲ第１搬入棟 ダイ ハンニュウトウ		大穂		21		ＰＳ第１補助電源棟				P		大穂		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		RS		1		0		102,617		350,521		1		2						98		職員会館		709		1981		25		53.175		106.35		30		精密試験棟		108		1973		25		8.1		16.2																137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		2271		1984		25		170.325		340.65		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		1413		1983		25		105.975		211.95		21		ＰＳ第１補助電源棟		107		1972		25		8.025		16.05

		大穂		130		中央受電棟		大穂		30		精密試験棟								大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		大穂		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		東海 トウカイ		8		ＭＲ第３機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		22		ＰＳ第４補助電源棟				J		東海		4		ＭＲ第２機械棟		713		2005		R		1		0		59,168		257,114		1		4						130		中央受電棟		293		1984		25		21.975		43.95		39		ＲＩ実験準備棟		51		1975		25		3.825		7.65																138		筑波実験棟		1666		1984		25		124.95		249.9		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		1542		1983		25		115.65		231.3		22		ＰＳ第４補助電源棟		149		1972		25		11.175		22.35

		大穂		194		体育館		大穂		34		２号館								大穂		137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		大穂		221		ＡＲ低温実験棟		東海 トウカイ		9		ハドロン搬入棟 ハンニュウトウ		大穂		24		ＰＳ物理第１低温棟				E		大穂		121		先端加速器試験棟		6007		1983		S		1		0		1,287,470		2,141,072		3		4						55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		220		1975		25		16.5		33		54		工作棟材料倉庫		128		1977		25		9.6		19.2																140		富士物理ボンベ保管庫		36		1984		25		2.7		5.4		221		ＡＲ低温実験棟		90		1982		25		6.75		13.5		24		ＰＳ物理第１低温棟		275		1972		25		20.625		41.25

		大穂		260		国際交流センター		大穂		39		ＲＩ実験準備棟								大穂		138		筑波実験棟		大穂		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		東海		15		ハドロン第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		27		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ																								平均値 ヘイキンチ		1		4										4547				計 ケイ		341.025		682.05		57		放射化物加工棟		213		1978		25		15.975		31.95																141		富士第１コンプレッサー棟		121		1984		25		9.075		18.15						17181				計 ケイ		1288.575		2577.15		29		北カウンターホール実験準備棟		428		1973		25		32.1		64.2

		大穂 オオホ		264		職員集会室 ショクイン シュウカイシツ		大穂		54		工作棟材料倉庫								大穂		140		富士物理ボンベ保管庫		大穂		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		東海		16		ハドロン第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		29		北カウンターホール実験準備棟																								平均値(基盤） ヘイキンチ キバン		1		3																				90		電子陽電子入射器コントロール棟		1257		1980		25		94.275		188.55																145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		1679		1985		25		125.925		251.85																31		ＰＳ第２補助電源棟		107		1973		25		8.025		16.05

		大穂 オオホ		270		納品検収センター車庫 ノウヒン ケンシュウ シャコ		大穂		57		放射化物加工棟								大穂		141		富士第１コンプレッサー棟		大穂		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		東海		17		ハドロン第２機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		31		ＰＳ第２補助電源棟																								平均値（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） ヘイキンチ		1		4																				92		放射線管理棟		465		1980		25		34.875		69.75																146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		2271		1985		25		170.325		340.65																35		ＰＳパルス第１電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		大穂		59		研究本館								大穂		145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		大穂		229		ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟		東海		18		ハドロン実験ホール ジッケン		大穂		35		ＰＳパルス第１電源棟																																																93		放射性廃棄物２保管棟		294		1980		25		22.05		44.1																147		筑波第１コンプレッサー棟		121		1985		25		9.075		18.15																36		ＰＳパルス第２電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		大穂		90		電子陽電子入射器コントロール棟								大穂		146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		大穂		231		ＰＦ実験準備棟		東海		19		ＭＲ第２電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		36		ＰＳパルス第２電源棟																																																99		電子放射性廃水処理棟		213		1981		25		15.975		31.95																148		日光実験棟		1968		1985		25		147.6		295.2																37		ＰＳパルス第３電源棟		36		1974		25		2.7		5.4

								大穂		92		放射線管理棟								大穂		147		筑波第１コンプレッサー棟		大穂		233		ＰＦ－ＡＲ実験準備棟		東海		20		ＭＲ第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		37		ＰＳパルス第３電源棟																																																101		第２工作棟		875		1982		25		65.625		131.25																149		大穂実験棟		2021		1985		25		151.575		303.15																40		ＰＳ第３補助電源棟		119		1975		25		8.925		17.85

								大穂		93		放射性廃棄物２保管棟								大穂		148		日光実験棟		大穂		257		ＰＦ－ＡＲ北西実験棟		東海		21		ＭＲ第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		40		ＰＳ第３補助電源棟																																																102		第２低温棟		894		1982		25		67.05		134.1																151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																43		ＰＳ第１ポンプ室		307		1975		25		23.025		46.05

								大穂		99		電子放射性廃水処理棟								大穂		149		大穂実験棟		大穂		262		ＰＦ－ＡＲ共同研究棟		東海		24		ヘリウム回収機械棟 カイシュウ キカイ トウ		大穂		43		ＰＳ第１ポンプ室																																																103		第３工作棟		210		1982		25		15.75		31.5																154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																45		加速器試験実験棟		320		1976		25		24		48

								大穂		101		第２工作棟								大穂		151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		大穂 オオホ		281		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ１機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		27		ニュートリノ第１設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		45		加速器試験実験棟																																																104		高圧ガス第２貯蔵棟		252		1982		25		18.9		37.8																155		ＭＲ・Ｄ３電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																52		中性子中間子ビームライン制御棟		320		1977		25		24		48

								大穂		102		第２低温棟								大穂		152		ＭＲ・１２ＳＭ７補助機械棟		大穂 オオホ		282		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ２機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		28		ニュートリノ入域管理棟 ハイ イキ カンリ トウ		大穂		52		中性子中間子ビームライン制御棟																																																106		ＰＦ研究棟		841		1982		25		63.075		126.15																158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																56		超伝導・低温・真空実験棟		1068		1978		25		80.1		160.2

								大穂		103		第３工作棟								大穂		153		ＭＲ・１２ＳＭ８補助機械棟		大穂 オオホ		283		ＰＦ－ＡＲ直接入射路制御機器第１収納庫 チョクセツ ニュウシャ ロ セイギョ キキ ダイ シュウノウコ		東海		29		ニュートリノ第２設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		56		超伝導・低温・真空実験棟																																																107		電子陽電子加速器コントロール棟		2513		1983		25		188.475		376.95																159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																58		ＰＳリニアック高周波実験棟		99		1978		25		7.425		14.85

								大穂		104		高圧ガス第２貯蔵棟								大穂		154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		大穂 オオホ		284		ＰＦ－ＡＲ直接入射路第２制御棟 チョクセツ ニュウシャ ロ ダイ セイギョ トウ		東海		30		ニュートリノターゲットステーション棟 ムネ		大穂		58		ＰＳリニアック高周波実験棟																																																118		化学実験棟		789		1983		25		59.175		118.35																160		日光特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																60		ＰＳ物理第２収納庫		340		1978		25		25.5		51

								大穂		106		ＰＦ研究棟								大穂		155		ＭＲ・Ｄ３電源棟								東海		31		ニュートリノ第３設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		60		ＰＳ物理第２収納庫																																																119		化学薬品庫		90		1983		25		6.75		13.5																161		大穂特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																61		ＰＳ市水ポンプ室		26		1979		25		1.95		3.9

								大穂		107		電子陽電子加速器コントロール棟								大穂		156		ＭＲ・３ＳＭ１補助機械棟								東海		32		ニュートリノモニター棟 ムネ		大穂		61		ＰＳ市水ポンプ室																																																120		実験廃液処理棟		306		1983		25		22.95		45.9																				19060				計 ケイ		1429.5		2859																63		先端計測実験棟		3566		1979		25		267.45		534.9

								大穂		118		化学実験棟								大穂		157		ＭＲ・３ＳＭ２補助機械棟								東海		33		ニュートリノ実験準備棟 ジッケン ジュンビ ムネ		大穂		63		先端計測実験棟																																																124		放射性廃棄物３保管棟		587		1983		25		44.025		88.05																																												86		ＰＳ第３ポンプ室		112		1980		25		8.4		16.8

								大穂		119		化学薬品庫								大穂		158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟								東海		34		ニュートリノモニター設備棟 セツビ ムネ		大穂		86		ＰＳ第３ポンプ室																																																132		放射線照射棟		351		1984		25		26.325		52.65																																												95		加速器南実験棟		683		1981		25		51.225		102.45

								大穂		120		実験廃液処理棟								大穂		159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟								東海		35		ハドロン実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		95		加速器南実験棟																																																133		放射性試料測定棟		872		1984		25		65.4		130.8																																												96		偏極陽子機械棟		153		1981		25		11.475		22.95

								大穂		124		放射性廃棄物３保管棟								大穂		160		日光特高変電棟								東海		37		長尺ビームライン棟 チョウジャク トウ		大穂		96		偏極陽子機械棟												現在の未整備積み残し金額 ゲンザイ ミセイビ ツ ノコ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												150		計算機南棟		1773		1985		25		132.975		265.95																																												100		ＰＳ物理第３収納庫		342		1982		25		25.65		51.3

								大穂		132		放射線照射棟								大穂		161		大穂特高変電棟								東海		39		ハドロン入出管理棟 イリデ カンリ トウ		大穂		100		ＰＳ物理第３収納庫				区分 クブン						経年25年以上の面積 ケイネン ネン イジョウ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												225		放射線モニター第５監視所		9		1985		25		0.675		1.35																																												114		先端計測開発棟		826		1983		25		61.95		123.9

								大穂		133		放射性試料測定棟								大穂		163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟								東海 トウカイ		44		ハドロンK1.8BR測定棟 ソクテイ トウ		大穂		114		先端計測開発棟				I						4,547		341.025		682.05		1,023		5,367		21,059																												226		放射線モニター第６監視所		9		1985		25		0.675		1.35																																												121		先端加速器試験棟		6007		1983		25		450.525		901.05

								大穂		150		計算機南棟								大穂		164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟								東海 トウカイ		45		ハドロンK1.8測定機械棟 ソクテイ キカイ トウ		大穂		121		先端加速器試験棟				IS						19,306		1447.95		2895.9		4,344																																227		放射線モニター第７監視所		9		1985		25		0.675		1.35																																												131		ヘリウム機械棟		100		1984		25		7.5		15

								大穂		180		先端薄膜ターゲット開発棟								大穂		166		ＭＲ・Ｄ４電源棟								東海 トウカイ		46		ニュートリノミューオンモニター棟 トウ		大穂		131		ヘリウム機械棟				PI						11,524		864.3		1728.6		2,593		15,692																														50		1号館 ゴウカン		2035		1976		25		152.625		305.25																																												139		南実験準備棟		589		1984		25		44.175		88.35

								大穂		181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫								大穂		167		ＭＲ・Ｄ５電源棟								東海 トウカイ		60		革新型蓄電池実験棟 カクシンガタ チクデンチ ジッケントウ		大穂		139		南実験準備棟				K						19,060		1429.5		2859		4,289																																51		1号館アネックス ゴウカン		18		1976		25		1.35		2.7																																												142		ＰＳキッカー電源棟		80		1984		25		6		12

								大穂		182		実験廃液処理棟・薬品庫								大穂		168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟								東海 トウカイ		61		ヘリウム液化機棟 エキカ キ トウ		大穂		142		ＰＳキッカー電源棟				P						17,181		1288.575		2577.15		3,866																																52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ		997		1970		25		74.775		149.55																																												143		５００ＭｅＶライン電源棟		158		1984		25		11.85		23.7

								大穂		184		物品管理庫								大穂		169		ＭＲ・Ｄ６電源棟								東海 トウカイ		62		ハドロン南実験棟 ミナミ ジッケントウ		大穂		143		５００ＭｅＶライン電源棟				J						0		0		0		0																																				19306				計 ケイ		1447.95		2895.9																																												179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ		50		1985		25		3.75		7.5

								大穂		188		放射線モニター第８監視所								大穂		170		富士ガス混合棟								東海 トウカイ		63		ハドロン第1圧縮機棟 ダイ アッシュクキ トウ		大穂		179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ				E						21,979		1648.425		3296.85		4,945																																																																																								206		薬品庫		11		1971		25		0.825		1.65

								大穂		195		３号館								大穂		171		日光コンプレッサー棟								東海 トウカイ		64		ハドロン第３機械棟 ダイ キカイ トウ		大穂		189		４０ＭｅＶライン電源棟										※200m2以下も含む イカ フク																																																																																														207		高圧ガスボンベ格納庫		5		1977		25		0.375		0.75

								大穂		225		放射線モニター第５監視所								大穂		172		日光ガス混合棟								東海 トウカイ		65		ハドロン放射化物保管棟 ホウシャカ ブツ ホカン トウ		大穂		193		ヘリウム回収棟																																																																																																								212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ		77		1980		25		5.775		11.55

								大穂		226		放射線モニター第６監視所								大穂		173		日光ボンベ保管庫								東海 トウカイ		67		ＭＲ第４電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		196		北カウンターホール																																																																																																								214		ＰＳ第１ボンベ保管庫		9		1981		25		0.675		1.35

								大穂		227		放射線モニター第７監視所								大穂		174		筑波ガス混合棟								東海 トウカイ		68		ＭＲ第５電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟												整備積み金額 セイビ ツ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																																																																																				215		ＰＳ第２ボンベ保管庫		8		1981		25		0.6		1.2

								大穂		228		放射性廃棄物４保管棟								大穂		175		筑波ボンベ保管庫								東海 トウカイ		69		ＭＲ第６電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		200		ＰＳ井水ポンプ室				区分 クブン				修理済面積 シュウリ ズミ メンセキ		更新済面積 コウシン ズミ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																																																																																				216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ		37		1981		25		2.775		5.55

								大穂		235		第３低温棟								大穂		176		大穂第１コンプレッサー棟														大穂		201		静電型貯蔵リング				I				5694		0		162.2744912842		0		162		1,532		4,994																																																																																				217		薬注庫		10		1981		25		0.75		1.5

								大穂		241		溶接作業棟								大穂		177		大穂ガス混合棟														大穂		206		薬品庫				IS				21998		8,783		626.9255811856		742.8674821636		1,370																																																																																								218		発生材保管庫		26		1981		25		1.95		3.9

								大穂		245		放射化物使用棟								大穂		178		大穂ボンベ保管庫														大穂		207		高圧ガスボンベ格納庫				PI				11524		0		367.3515628365		0		367		3,462																																																																																						219		都市ガス第２減圧装置格納庫		8		1982		25		0.6		1.2

								大穂		246		４号館								大穂		186		電子陽電子加速器実験準備棟														大穂		212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ				K				29236		0		931.958546606		0		932																																																																																								220		荷電変換電源棟		80		1982		25		6		12

								大穂		249		低温機器収納庫								大穂		187		日光ポンプ室														大穂		214		ＰＳ第１ボンベ保管庫				P				18638		0		594.1251673157		0		594																																																																																												21979				計 ケイ		1648.425		3296.85

								大穂		250		第４低温棟								大穂		192		日光高圧ガス貯蔵棟														大穂		215		ＰＳ第２ボンベ保管庫				J						0		0		0		0

								大穂		251		熱中性子標準棟								大穂		199		富士加速器ボンベ保管庫														大穂		216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ				E				29,236		6,948		931.958546606		636.6710806202		1,569

								大穂		252		第４低温棟電源収納庫								大穂		202		筑波第２コンプレッサー棟														大穂		217		薬注庫										※200m2以下も含む イカ フク

								大穂		256		油脂庫								大穂		203		富士第２コンプレッサー棟														大穂		218		発生材保管庫

								大穂		261		窒素コンプレッサー室								大穂		204		加速器小保管棟														大穂		219		都市ガス第２減圧装置格納庫												22		23		24		25		26		27		28		29		30

								大穂		263		PS廃水処理施設内ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ倉庫								大穂		230		Ｄ７高周波実験棟														大穂		220		荷電変換電源棟										年度 ネンド		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018				H35

								東海		36		放射線測定棟 ホウシャセン ソクテイ トウ								大穂 オオホ		272		３Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		238		物理共通小実験準備棟										保有面積[m2] ホユウ メンセキ		227,693		224,291		224,422		234,822		236,576		236,614		237,441		239,996		240,031

								大穂 オオホ		269		ヘリウム貯蔵庫 チョゾウコ								大穂		259		ＫＥＫＢ展示室														大穂		232		都市ガス第３減圧装置格納庫										経年25年以上の建物面積[m2] ケイネン ネン イジョウ タテモノ メンセキ		93,597		103,221		103,773		105,703		110,725		111,043		111,043		111,254		112,835				119274

								東海		1		中央制御棟								大穂 オオホ		271		ＱＣＳコンプレッサー棟 トウ														大穂		236		ＥＲＬ開発棟ヘリウム回収容器保管庫 カイハツ トウ										経年25年以上の建物面積割合 ワリアイ		41.1%		46.0%		46.2%		45.0%		46.8%		46.9%		46.8%		46.4%		47.0%						339

								東海		38		設備管理棟 セツビ カンリトウ								大穂 オオホ		273		６Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		239		分散隔離制御室６ＬＣ３										修繕・改修費[百万円] シュウゼン カイシュウ ヒ ヒャク マン エン		452		319		297		207		358		377		291		414		420

								東海 トウカイ		52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ								大穂 オオホ		276		ＤＲ電源棟 デンゲン トウ														大穂		243		ニュートリノ機械室(２)										単位面積あたりの修繕・改修費[千円] タンイ メンセキ シュウゼン カイシュウヒ センエン		1.98		1.42		1.32		0.88		1.51		1.59		1.22		1.73		1.75

								東海 トウカイ		54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ								大穂 オオホ		277		ＤＲ機械棟 キカイ トウ														大穂		244		ニュートリノ電源棟										修繕・改修費の割合
(2010年度基準[起算]) シュウゼン カイシュウヒ ワリアイ ネンド キジュン キサン		ー		0.7		0.7		0.4		0.8		0.8		0.6		0.9		0.9

								東海 トウカイ		50		1号館 ゴウカン								大穂 オオホ		274		９Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		240		分散隔離制御室６ＬＣ４

								東海 トウカイ		51		1号館アネックス ゴウカン								大穂 オオホ		275		１２Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		242		ニュートリノ機械室(１)										修繕・改修費年平均ライン シュウゼン カイシュウ ヒ ネンヘイキン		365		365		365		365		365		365		365		365		365

								東海 トウカイ		56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ								大穂 オオホ		278		Ｍ２－２機械棟 キカイ トウ														大穂		247		超伝導リニアック試験施設棟

								東海 トウカイ		66		加速器運転準備棟 カソクキ ウンテン ジュンビ トウ								大穂 オオホ		279		Ｍ４－２機械棟 キカイ トウ														大穂		248		超伝導リニアック試験施設棟機械棟										年度 ネンド		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

																																						大穂		253		回路倉庫										建物 タテモノ		21059.325		23224.725		23348.925		23783.175		24913.125		24913.125		24984.675		25032.15		25387.875

																																						大穂		254		ブースター第２電源棟

																																						大穂		255		構造生物実験準備棟

																																						大穂		258		ニュートリノ展示室										整備済 セイビ ス		11084.1

																																						大穂 オオホ		265		超伝導リニアック試験施設棟コンプレッサー棟 チョウデンドウ シケン シセツ ムネ ムネ

																																						大穂 オオホ		266		ターゲット保管棟

																																						大穂 オオホ		267		電解研磨外部設備棟

																																						大穂 オオホ		268		電解研磨保管庫

																																						大穂 オオホ		280		超伝導加速器利用促進化推進棟 チョウデンドウ カソクキ リヨウ ソクシンカ スイシントウ

																																						大穂 オオホ		285		超伝導加速器利用促進化推進棟コンプレッサー棟 ムネ



施設の老朽化と維持管理費の関係



経年25年以上の建物面積[m2	]	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	93597	103221	103773	105703	110725	111043	111043	111254	112835	修繕・改修費[百万円	]	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	451.55107700000002	318.88060999999999	297.19385999999997	207.03919099999999	357.73390799999999	376.730569	290.54645399999998	414	420	修繕・改修費年平均ライン	365	365	365	365	365	365	365	365	365	











経年２５年整備金額（2011)

		基盤施設 キバン シセツ						研究者共通の研究環境 ケンキュウシャ キョウツウ ケンキュウ カンキョウ						ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ性の高い共通基盤 セイ タカ キョウツウ キバン						KEKB						PF						J-PARC						その他プロジェクト タ												起算年 キサン ネン		2011														（千円） センエン										棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ

		大穂		14		ＰＳ特高変電棟		大穂		11		第１工作棟		大穂		70		電子陽電子入射器棟		大穂		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		大穂		89		ＰＦ電源棟		東海		2		特高受電所 ショ		大穂		1		ＰＳ加速器準備棟				区分 クブン		団地 ダンチ		当番号 トウ バンゴウ		棟名称 ムネ メイショウ		建築面積 ケンチク メンセキ		建築年 ケンチク ネン		構造 コウゾウ		地上
階 チジョウ カイ		地下
階 チカ カイ		百年間の修理費 ヒャクネン カン シュウリヒ		百年間の更新費 ヒャク ネンカン コウシンヒ		1年間のm2当り修理費 ネンカン ア シュウリヒ		1年間のm2当り更新費 ネンカン ア コウシンヒ						14		ＰＳ特高変電棟		213		1979		25		15.975		31.95		11		第１工作棟		571		1971		25		42.825		85.65		70		電子陽電子入射器棟		9525		1980		25		714.375		1428.75		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		571		1984		25		42.825		85.65		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		25		109.35		218.7		1		ＰＳ加速器準備棟		2930		1970		25		219.75		439.5

		大穂		38		食堂		大穂		12		計算機北棟		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		大穂		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		大穂		91		ＰＦ光源棟		東海		3		ＭＲ第３電源棟		大穂		5		ＰＳ北実験棟				I		大穂		49		管理棟		2510		1976		R		2		0		269,332		799,326		1		3						38		食堂		433		1975		25		32.475		64.95		12		計算機北棟		2080		1972		25		156		312		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		25		123.9		247.8		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		580		1984		25		43.5		87		91		ＰＦ光源棟		9317		1980		25		698.775		1397.55		5		ＰＳ北実験棟		415		1970		25		31.125		62.25

		大穂		49		管理棟		大穂		23		ブースター電源棟		大穂		108		ＡＲ特高変電棟		大穂		127		ＭＲ・９ＳＭ５補助機械棟		大穂		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		東海		4		ＭＲ第２機械棟		大穂		6		Ｓ－１変電棟				IS		大穂		59		研究本館		2762		1978		R		3		0		333,346		989,306		1		4						49		管理棟		2510		1976		25		188.25		376.5		23		ブースター電源棟		256		1972		25		19.2		38.4		108		ＡＲ特高変電棟		347		1983		25		26.025		52.05		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		178		1984		25		13.35		26.7		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		283		1983		25		21.225		42.45		6		Ｓ－１変電棟		154		1970		25		11.55		23.1

		大穂		50		更衣室		大穂		25		第１低温棟								大穂		128		ＭＲ・９ＳＭ６補助機械棟		大穂		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		東海		5		ＭＲ第２搬入棟		大穂		8		ＰＳ補助機械棟				PI		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		R		2		0		177,532		768,828		1		6						50		更衣室		14		1976		25		1.05		2.1		25		第１低温棟		160		1972		25		12		24						11524				計 ケイ		864.3		1728.6		134		富士実験棟		1840		1984		25		138		276		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		1453		1983		25		108.975		217.95		8		ＰＳ補助機械棟		190		1971		25		14.25		28.5

		大穂		53		管理棟車庫		大穂		26		高圧ガス第１貯蔵棟								大穂		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		大穂		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		東海 トウカイ		6		RNB実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ				K		大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		S		1		0		134,468		473,944		1		3						53		管理棟車庫		155		1977		25		11.625		23.25		26		高圧ガス第１貯蔵棟		80		1972		25		6		12																136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		25		125.925		251.85		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		1625		1983		25		121.875		243.75		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ		1564		1971		25		117.3		234.6

		大穂		98		職員会館		大穂		28		１号館								大穂		134		富士実験棟		大穂		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		東海 トウカイ		7		ＭＲ第１搬入棟 ダイ ハンニュウトウ		大穂		21		ＰＳ第１補助電源棟				P		大穂		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		RS		1		0		102,617		350,521		1		2						98		職員会館		709		1981		25		53.175		106.35		30		精密試験棟		108		1973		25		8.1		16.2																137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		2271		1984		25		170.325		340.65		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		1413		1983		25		105.975		211.95		21		ＰＳ第１補助電源棟		107		1972		25		8.025		16.05

		大穂		130		中央受電棟		大穂		30		精密試験棟								大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		大穂		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		東海 トウカイ		8		ＭＲ第３機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		22		ＰＳ第４補助電源棟				J		東海		4		ＭＲ第２機械棟		713		2005		R		1		0		59,168		257,114		1		4						130		中央受電棟		293		1984		25		21.975		43.95		39		ＲＩ実験準備棟		51		1975		25		3.825		7.65																138		筑波実験棟		1666		1984		25		124.95		249.9		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		1542		1983		25		115.65		231.3		22		ＰＳ第４補助電源棟		149		1972		25		11.175		22.35

		大穂		194		体育館		大穂		34		２号館								大穂		137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		大穂		221		ＡＲ低温実験棟		東海 トウカイ		9		ハドロン搬入棟 ハンニュウトウ		大穂		24		ＰＳ物理第１低温棟				E		大穂		121		先端加速器試験棟		6007		1983		S		1		0		1,287,470		2,141,072		3		4						55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		220		1975		25		16.5		33		54		工作棟材料倉庫		128		1977		25		9.6		19.2																140		富士物理ボンベ保管庫		36		1984		25		2.7		5.4		221		ＡＲ低温実験棟		90		1982		25		6.75		13.5		24		ＰＳ物理第１低温棟		275		1972		25		20.625		41.25

		大穂		260		国際交流センター		大穂		39		ＲＩ実験準備棟								大穂		138		筑波実験棟		大穂		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		東海		15		ハドロン第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		27		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ																								平均値 ヘイキンチ		1		4										4547				計 ケイ		341.025		682.05		57		放射化物加工棟		213		1978		25		15.975		31.95																141		富士第１コンプレッサー棟		121		1984		25		9.075		18.15						17181				計 ケイ		1288.575		2577.15		29		北カウンターホール実験準備棟		428		1973		25		32.1		64.2

		大穂 オオホ		264		職員集会室 ショクイン シュウカイシツ		大穂		54		工作棟材料倉庫								大穂		140		富士物理ボンベ保管庫		大穂		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		東海		16		ハドロン第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		29		北カウンターホール実験準備棟																								平均値(基盤） ヘイキンチ キバン		1		3																				90		電子陽電子入射器コントロール棟		1257		1980		25		94.275		188.55																145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		1679		1985		25		125.925		251.85																31		ＰＳ第２補助電源棟		107		1973		25		8.025		16.05

		大穂 オオホ		270		納品検収センター車庫 ノウヒン ケンシュウ シャコ		大穂		57		放射化物加工棟								大穂		141		富士第１コンプレッサー棟		大穂		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		東海		17		ハドロン第２機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		31		ＰＳ第２補助電源棟																								平均値（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） ヘイキンチ		1		4																				92		放射線管理棟		465		1980		25		34.875		69.75																146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		2271		1985		25		170.325		340.65																35		ＰＳパルス第１電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		大穂		59		研究本館								大穂		145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		大穂		229		ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟		東海		18		ハドロン実験ホール ジッケン		大穂		35		ＰＳパルス第１電源棟																																																93		放射性廃棄物２保管棟		294		1980		25		22.05		44.1																147		筑波第１コンプレッサー棟		121		1985		25		9.075		18.15																36		ＰＳパルス第２電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		大穂		90		電子陽電子入射器コントロール棟								大穂		146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		大穂		231		ＰＦ実験準備棟		東海		19		ＭＲ第２電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		36		ＰＳパルス第２電源棟																																																99		電子放射性廃水処理棟		213		1981		25		15.975		31.95																148		日光実験棟		1968		1985		25		147.6		295.2																37		ＰＳパルス第３電源棟		36		1974		25		2.7		5.4

								大穂		92		放射線管理棟								大穂		147		筑波第１コンプレッサー棟		大穂		233		ＰＦ－ＡＲ実験準備棟		東海		20		ＭＲ第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		37		ＰＳパルス第３電源棟																																																101		第２工作棟		875		1982		25		65.625		131.25																149		大穂実験棟		2021		1985		25		151.575		303.15																40		ＰＳ第３補助電源棟		119		1975		25		8.925		17.85

								大穂		93		放射性廃棄物２保管棟								大穂		148		日光実験棟		大穂		257		ＰＦ－ＡＲ北西実験棟		東海		21		ＭＲ第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		40		ＰＳ第３補助電源棟																																																102		第２低温棟		894		1982		25		67.05		134.1																151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																43		ＰＳ第１ポンプ室		307		1975		25		23.025		46.05

								大穂		99		電子放射性廃水処理棟								大穂		149		大穂実験棟		大穂		262		ＰＦ－ＡＲ共同研究棟		東海		24		ヘリウム回収機械棟 カイシュウ キカイ トウ		大穂		43		ＰＳ第１ポンプ室																																																103		第３工作棟		210		1982		25		15.75		31.5																154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																45		加速器試験実験棟		320		1976		25		24		48

								大穂		101		第２工作棟								大穂		151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		大穂 オオホ		281		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ１機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		27		ニュートリノ第１設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		45		加速器試験実験棟																																																104		高圧ガス第２貯蔵棟		252		1982		25		18.9		37.8																155		ＭＲ・Ｄ３電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																52		中性子中間子ビームライン制御棟		320		1977		25		24		48

								大穂		102		第２低温棟								大穂		152		ＭＲ・１２ＳＭ７補助機械棟		大穂 オオホ		282		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ２機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		28		ニュートリノ入域管理棟 ハイ イキ カンリ トウ		大穂		52		中性子中間子ビームライン制御棟																																																106		ＰＦ研究棟		841		1982		25		63.075		126.15																158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																56		超伝導・低温・真空実験棟		1068		1978		25		80.1		160.2

								大穂		103		第３工作棟								大穂		153		ＭＲ・１２ＳＭ８補助機械棟		大穂 オオホ		283		ＰＦ－ＡＲ直接入射路制御機器第１収納庫 チョクセツ ニュウシャ ロ セイギョ キキ ダイ シュウノウコ		東海		29		ニュートリノ第２設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		56		超伝導・低温・真空実験棟																																																107		電子陽電子加速器コントロール棟		2513		1983		25		188.475		376.95																159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																58		ＰＳリニアック高周波実験棟		99		1978		25		7.425		14.85

								大穂		104		高圧ガス第２貯蔵棟								大穂		154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		大穂 オオホ		284		ＰＦ－ＡＲ直接入射路第２制御棟 チョクセツ ニュウシャ ロ ダイ セイギョ トウ		東海		30		ニュートリノターゲットステーション棟 ムネ		大穂		58		ＰＳリニアック高周波実験棟																																																118		化学実験棟		789		1983		25		59.175		118.35																160		日光特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																60		ＰＳ物理第２収納庫		340		1978		25		25.5		51

								大穂		106		ＰＦ研究棟								大穂		155		ＭＲ・Ｄ３電源棟								東海		31		ニュートリノ第３設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		60		ＰＳ物理第２収納庫																																																119		化学薬品庫		90		1983		25		6.75		13.5																161		大穂特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																61		ＰＳ市水ポンプ室		26		1979		25		1.95		3.9

								大穂		107		電子陽電子加速器コントロール棟								大穂		156		ＭＲ・３ＳＭ１補助機械棟								東海		32		ニュートリノモニター棟 ムネ		大穂		61		ＰＳ市水ポンプ室																																																120		実験廃液処理棟		306		1983		25		22.95		45.9																163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟		2698		1986		25		202.35		404.7																63		先端計測実験棟		3566		1979		25		267.45		534.9

								大穂		118		化学実験棟								大穂		157		ＭＲ・３ＳＭ２補助機械棟								東海		33		ニュートリノ実験準備棟 ジッケン ジュンビ ムネ		大穂		63		先端計測実験棟																																																124		放射性廃棄物３保管棟		587		1983		25		44.025		88.05																164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																86		ＰＳ第３ポンプ室		112		1980		25		8.4		16.8

								大穂		119		化学薬品庫								大穂		158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟								東海		34		ニュートリノモニター設備棟 セツビ ムネ		大穂		86		ＰＳ第３ポンプ室																																																132		放射線照射棟		351		1984		25		26.325		52.65																166		ＭＲ・Ｄ４電源棟		1679		1986		25		125.925		251.85																95		加速器南実験棟		683		1981		25		51.225		102.45

								大穂		120		実験廃液処理棟								大穂		159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟								東海		35		ハドロン実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		95		加速器南実験棟																																																133		放射性試料測定棟		872		1984		25		65.4		130.8																167		ＭＲ・Ｄ５電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																96		偏極陽子機械棟		153		1981		25		11.475		22.95

								大穂		124		放射性廃棄物３保管棟								大穂		160		日光特高変電棟								東海		37		長尺ビームライン棟 チョウジャク トウ		大穂		96		偏極陽子機械棟												現在の未整備積み残し金額 ゲンザイ ミセイビ ツ ノコ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												150		計算機南棟		1773		1985		25		132.975		265.95																168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟		209		1986		25		15.675		31.35																100		ＰＳ物理第３収納庫		342		1982		25		25.65		51.3

								大穂		132		放射線照射棟								大穂		161		大穂特高変電棟								東海		39		ハドロン入出管理棟 イリデ カンリ トウ		大穂		100		ＰＳ物理第３収納庫				区分 クブン						経年25年以上の面積 ケイネン ネン イジョウ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												180		先端薄膜ターゲット開発棟		216		1986		25		16.2		32.4																169		ＭＲ・Ｄ６電源棟		506		1986		25		37.95		75.9																114		先端計測開発棟		826		1983		25		61.95		123.9

								大穂		133		放射性試料測定棟								大穂		163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟								東海 トウカイ		44		ハドロンK1.8BR測定棟 ソクテイ トウ		大穂		114		先端計測開発棟				I						4,547		341.025		682.05		1,023		5,422		23,225																												181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫		15		1986		25		1.125		2.25																170		富士ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																121		先端加速器試験棟		6007		1983		25		450.525		901.05

								大穂		150		計算機南棟								大穂		164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟								東海 トウカイ		45		ハドロンK1.8測定機械棟 ソクテイ キカイ トウ		大穂		121		先端加速器試験棟				IS						19,552		1466.4		2932.8		4,399																																182		実験廃液処理棟・薬品庫		15		1986		25		1.125		2.25																171		日光コンプレッサー棟		121		1986		25		9.075		18.15																131		ヘリウム機械棟		100		1984		25		7.5		15

								大穂		180		先端薄膜ターゲット開発棟								大穂		166		ＭＲ・Ｄ４電源棟								東海 トウカイ		46		ニュートリノミューオンモニター棟 トウ		大穂		131		ヘリウム機械棟				PI						11,524		864.3		1728.6		2,593		17,802																														225		放射線モニター第５監視所		9		1985		25		0.675		1.35																172		日光ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																139		南実験準備棟		589		1984		25		44.175		88.35

								大穂		181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫								大穂		167		ＭＲ・Ｄ５電源棟								東海 トウカイ		60		革新型蓄電池実験棟 カクシンガタ チクデンチ ジッケントウ		大穂		139		南実験準備棟				K						28,438		2132.85		4265.7		6,399																																226		放射線モニター第６監視所		9		1985		25		0.675		1.35																173		日光ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																142		ＰＳキッカー電源棟		80		1984		25		6		12

								大穂		182		実験廃液処理棟・薬品庫								大穂		168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟								東海 トウカイ		61		ヘリウム液化機棟 エキカ キ トウ		大穂		142		ＰＳキッカー電源棟				P						17,181		1288.575		2577.15		3,866																																227		放射線モニター第７監視所		9		1985		25		0.675		1.35																174		筑波ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																143		５００ＭｅＶライン電源棟		158		1984		25		11.85		23.7

								大穂		184		物品管理庫								大穂		169		ＭＲ・Ｄ６電源棟								東海 トウカイ		62		ハドロン南実験棟 ミナミ ジッケントウ		大穂		143		５００ＭｅＶライン電源棟				J						0		0		0		0																																50		1号館 ゴウカン		2035		1976		25		152.625		305.25																175		筑波ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ		50		1985		25		3.75		7.5

								大穂		188		放射線モニター第８監視所								大穂		170		富士ガス混合棟								東海 トウカイ		63		ハドロン第1圧縮機棟 ダイ アッシュクキ トウ		大穂		179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ				E						21,979		1648.425		3296.85		4,945																																51		1号館アネックス ゴウカン		18		1976		25		1.35		2.7																176		大穂第１コンプレッサー棟		189		1986		25		14.175		28.35																206		薬品庫		11		1971		25		0.825		1.65

								大穂		195		３号館								大穂		171		日光コンプレッサー棟								東海 トウカイ		64		ハドロン第３機械棟 ダイ キカイ トウ		大穂		189		４０ＭｅＶライン電源棟										※200m2以下も含む イカ フク																																						52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ		997		1970		25		74.775		149.55																177		大穂ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																207		高圧ガスボンベ格納庫		5		1977		25		0.375		0.75

								大穂		225		放射線モニター第５監視所								大穂		172		日光ガス混合棟								東海 トウカイ		65		ハドロン放射化物保管棟 ホウシャカ ブツ ホカン トウ		大穂		193		ヘリウム回収棟																																																				19552				計 ケイ		1466.4		2932.8																178		大穂ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ		77		1980		25		5.775		11.55

								大穂		226		放射線モニター第６監視所								大穂		173		日光ボンベ保管庫								東海 トウカイ		67		ＭＲ第４電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		196		北カウンターホール																																																																																28438				計 ケイ		2132.85		4265.7																214		ＰＳ第１ボンベ保管庫		9		1981		25		0.675		1.35

								大穂		227		放射線モニター第７監視所								大穂		174		筑波ガス混合棟								東海 トウカイ		68		ＭＲ第５電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟												整備積み金額 セイビ ツ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																																																																																				215		ＰＳ第２ボンベ保管庫		8		1981		25		0.6		1.2

								大穂		228		放射性廃棄物４保管棟								大穂		175		筑波ボンベ保管庫								東海 トウカイ		69		ＭＲ第６電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		200		ＰＳ井水ポンプ室				区分 クブン				修理済面積 シュウリ ズミ メンセキ		更新済面積 コウシン ズミ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																																																																																				216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ		37		1981		25		2.775		5.55

								大穂		235		第３低温棟								大穂		176		大穂第１コンプレッサー棟														大穂		201		静電型貯蔵リング				I				5694		0		162.2744912842		0		162		1,532		4,994																																																																																				217		薬注庫		10		1981		25		0.75		1.5

								大穂		241		溶接作業棟								大穂		177		大穂ガス混合棟														大穂		206		薬品庫				IS				21998		8,783		626.9255811856		742.8674821636		1,370																																																																																								218		発生材保管庫		26		1981		25		1.95		3.9

								大穂		245		放射化物使用棟								大穂		178		大穂ボンベ保管庫														大穂		207		高圧ガスボンベ格納庫				PI				11524		0		367.3515628365		0		367		3,462																																																																																						219		都市ガス第２減圧装置格納庫		8		1982		25		0.6		1.2

								大穂		246		４号館								大穂		186		電子陽電子加速器実験準備棟														大穂		212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ				K				29236		0		931.958546606		0		932																																																																																								220		荷電変換電源棟		80		1982		25		6		12

								大穂		249		低温機器収納庫								大穂		187		日光ポンプ室														大穂		214		ＰＳ第１ボンベ保管庫				P				18638		0		594.1251673157		0		594																																																																																												21979				計 ケイ		1648.425		3296.85

								大穂		250		第４低温棟								大穂		192		日光高圧ガス貯蔵棟														大穂		215		ＰＳ第２ボンベ保管庫				J						0		0		0		0

								大穂		251		熱中性子標準棟								大穂		199		富士加速器ボンベ保管庫														大穂		216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ				E				29,236		6,948		931.958546606		636.6710806202		1,569

								大穂		252		第４低温棟電源収納庫								大穂		202		筑波第２コンプレッサー棟														大穂		217		薬注庫										※200m2以下も含む イカ フク

								大穂		256		油脂庫								大穂		203		富士第２コンプレッサー棟														大穂		218		発生材保管庫

								大穂		261		窒素コンプレッサー室								大穂		204		加速器小保管棟														大穂		219		都市ガス第２減圧装置格納庫

								大穂		263		PS廃水処理施設内ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ倉庫								大穂		230		Ｄ７高周波実験棟														大穂		220		荷電変換電源棟

								大穂 オオホ		269		ヘリウム貯蔵庫 チョゾウコ								大穂		259		ＫＥＫＢ展示室														大穂		232		都市ガス第３減圧装置格納庫

								東海		1		中央制御棟								大穂 オオホ		271		ＱＣＳコンプレッサー棟 トウ														大穂		236		ＥＲＬ開発棟ヘリウム回収容器保管庫 カイハツ トウ

								東海		36		放射線測定棟 ホウシャセン ソクテイ トウ								大穂 オオホ		272		３Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		238		物理共通小実験準備棟

								東海		38		設備管理棟 セツビ カンリトウ								大穂 オオホ		273		６Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		239		分散隔離制御室６ＬＣ３

								東海 トウカイ		50		1号館 ゴウカン								大穂 オオホ		274		９Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		240		分散隔離制御室６ＬＣ４

								東海 トウカイ		51		1号館アネックス ゴウカン								大穂 オオホ		275		１２Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		242		ニュートリノ機械室(１)

								東海 トウカイ		52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ								大穂 オオホ		276		ＤＲ電源棟 デンゲン トウ														大穂		243		ニュートリノ機械室(２)

								東海 トウカイ		54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ								大穂 オオホ		277		ＤＲ機械棟 キカイ トウ														大穂		244		ニュートリノ電源棟

								東海 トウカイ		56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ								大穂 オオホ		278		Ｍ２－２機械棟 キカイ トウ														大穂		247		超伝導リニアック試験施設棟

								東海 トウカイ		66		加速器運転準備棟 カソクキ ウンテン ジュンビ トウ								大穂 オオホ		279		Ｍ４－２機械棟 キカイ トウ														大穂		248		超伝導リニアック試験施設棟機械棟

																																						大穂		253		回路倉庫

																																						大穂		254		ブースター第２電源棟

																																						大穂		255		構造生物実験準備棟

																																						大穂		258		ニュートリノ展示室

																																						大穂 オオホ		265		超伝導リニアック試験施設棟コンプレッサー棟 チョウデンドウ シケン シセツ ムネ ムネ

																																						大穂 オオホ		266		ターゲット保管棟

																																						大穂 オオホ		267		電解研磨外部設備棟

																																						大穂 オオホ		268		電解研磨保管庫

																																						大穂 オオホ		280		超伝導加速器利用促進化推進棟 チョウデンドウ カソクキ リヨウ ソクシンカ スイシントウ

																																						大穂 オオホ		285		超伝導加速器利用促進化推進棟コンプレッサー棟 ムネ





経年２５年整備金額（2012)

		基盤施設 キバン シセツ						研究者共通の研究環境 ケンキュウシャ キョウツウ ケンキュウ カンキョウ						ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ性の高い共通基盤 セイ タカ キョウツウ キバン						KEKB						PF						J-PARC						その他プロジェクト タ												起算年 キサン ネン		2012														（千円） センエン										棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ

		大穂		14		ＰＳ特高変電棟		大穂		11		第１工作棟		大穂		70		電子陽電子入射器棟		大穂		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		大穂		89		ＰＦ電源棟		東海		2		特高受電所 ショ		大穂		1		ＰＳ加速器準備棟				区分 クブン		団地 ダンチ		当番号 トウ バンゴウ		棟名称 ムネ メイショウ		建築面積 ケンチク メンセキ		建築年 ケンチク ネン		構造 コウゾウ		地上
階 チジョウ カイ		地下
階 チカ カイ		百年間の修理費 ヒャクネン カン シュウリヒ		百年間の更新費 ヒャク ネンカン コウシンヒ		1年間のm2当り修理費 ネンカン ア シュウリヒ		1年間のm2当り更新費 ネンカン ア コウシンヒ						14		ＰＳ特高変電棟		213		1979		25		15.975		31.95		11		第１工作棟		571		1971		25		42.825		85.65		70		電子陽電子入射器棟		9525		1980		25		714.375		1428.75		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		571		1984		25		42.825		85.65		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		25		109.35		218.7		1		ＰＳ加速器準備棟		2930		1970		25		219.75		439.5

		大穂		38		食堂		大穂		12		計算機北棟		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		大穂		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		大穂		91		ＰＦ光源棟		東海		3		ＭＲ第３電源棟		大穂		5		ＰＳ北実験棟				I		大穂		49		管理棟		2510		1976		R		2		0		269,332		799,326		1		3						38		食堂		433		1975		25		32.475		64.95		12		計算機北棟		2080		1972		25		156		312		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		25		123.9		247.8		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		580		1984		25		43.5		87		91		ＰＦ光源棟		9317		1980		25		698.775		1397.55		5		ＰＳ北実験棟		415		1970		25		31.125		62.25

		大穂		49		管理棟		大穂		23		ブースター電源棟		大穂		108		ＡＲ特高変電棟		大穂		127		ＭＲ・９ＳＭ５補助機械棟		大穂		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		東海		4		ＭＲ第２機械棟		大穂		6		Ｓ－１変電棟				IS		大穂		59		研究本館		2762		1978		R		3		0		333,346		989,306		1		4						49		管理棟		2510		1976		25		188.25		376.5		23		ブースター電源棟		256		1972		25		19.2		38.4		108		ＡＲ特高変電棟		347		1983		25		26.025		52.05		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		178		1984		25		13.35		26.7		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		283		1983		25		21.225		42.45		6		Ｓ－１変電棟		154		1970		25		11.55		23.1

		大穂		50		更衣室		大穂		25		第１低温棟								大穂		128		ＭＲ・９ＳＭ６補助機械棟		大穂		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		東海		5		ＭＲ第２搬入棟		大穂		8		ＰＳ補助機械棟				PI		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		R		2		0		177,532		768,828		1		6						50		更衣室		14		1976		25		1.05		2.1		25		第１低温棟		160		1972		25		12		24						11524				計 ケイ		864.3		1728.6		134		富士実験棟		1840		1984		25		138		276		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		1453		1983		25		108.975		217.95		8		ＰＳ補助機械棟		190		1971		25		14.25		28.5

		大穂		53		管理棟車庫		大穂		26		高圧ガス第１貯蔵棟								大穂		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		大穂		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		東海 トウカイ		6		RNB実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ				K		大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		S		1		0		134,468		473,944		1		3						53		管理棟車庫		155		1977		25		11.625		23.25		26		高圧ガス第１貯蔵棟		80		1972		25		6		12																136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		25		125.925		251.85		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		1625		1983		25		121.875		243.75		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ		1564		1971		25		117.3		234.6

		大穂		98		職員会館		大穂		28		１号館								大穂		134		富士実験棟		大穂		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		東海 トウカイ		7		ＭＲ第１搬入棟 ダイ ハンニュウトウ		大穂		21		ＰＳ第１補助電源棟				P		大穂		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		RS		1		0		102,617		350,521		1		2						98		職員会館		709		1981		25		53.175		106.35		30		精密試験棟		108		1973		25		8.1		16.2																137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		2271		1984		25		170.325		340.65		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		1413		1983		25		105.975		211.95		21		ＰＳ第１補助電源棟		107		1972		25		8.025		16.05

		大穂		130		中央受電棟		大穂		30		精密試験棟								大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		大穂		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		東海 トウカイ		8		ＭＲ第３機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		22		ＰＳ第４補助電源棟				J		東海		4		ＭＲ第２機械棟		713		2005		R		1		0		59,168		257,114		1		4						130		中央受電棟		293		1984		25		21.975		43.95		39		ＲＩ実験準備棟		51		1975		25		3.825		7.65																138		筑波実験棟		1666		1984		25		124.95		249.9		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		1542		1983		25		115.65		231.3		22		ＰＳ第４補助電源棟		149		1972		25		11.175		22.35

		大穂		194		体育館		大穂		34		２号館								大穂		137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		大穂		221		ＡＲ低温実験棟		東海 トウカイ		9		ハドロン搬入棟 ハンニュウトウ		大穂		24		ＰＳ物理第１低温棟				E		大穂		121		先端加速器試験棟		6007		1983		S		1		0		1,287,470		2,141,072		3		4						55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		220		1975		25		16.5		33		54		工作棟材料倉庫		128		1977		25		9.6		19.2																140		富士物理ボンベ保管庫		36		1984		25		2.7		5.4		221		ＡＲ低温実験棟		90		1982		25		6.75		13.5		24		ＰＳ物理第１低温棟		275		1972		25		20.625		41.25

		大穂		260		国際交流センター		大穂		39		ＲＩ実験準備棟								大穂		138		筑波実験棟		大穂		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		東海		15		ハドロン第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		27		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ																								平均値 ヘイキンチ		1		4										4547				計 ケイ		341.025		682.05		57		放射化物加工棟		213		1978		25		15.975		31.95																141		富士第１コンプレッサー棟		121		1984		25		9.075		18.15						17181				計 ケイ		1288.575		2577.15		29		北カウンターホール実験準備棟		428		1973		25		32.1		64.2

		大穂 オオホ		264		職員集会室 ショクイン シュウカイシツ		大穂		54		工作棟材料倉庫								大穂		140		富士物理ボンベ保管庫		大穂		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		東海		16		ハドロン第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		29		北カウンターホール実験準備棟																								平均値(基盤） ヘイキンチ キバン		1		3																				90		電子陽電子入射器コントロール棟		1257		1980		25		94.275		188.55																145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		1679		1985		25		125.925		251.85																31		ＰＳ第２補助電源棟		107		1973		25		8.025		16.05

		大穂 オオホ		270		納品検収センター車庫 ノウヒン ケンシュウ シャコ		大穂		57		放射化物加工棟								大穂		141		富士第１コンプレッサー棟		大穂		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		東海		17		ハドロン第２機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		31		ＰＳ第２補助電源棟																								平均値（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） ヘイキンチ		1		4																				92		放射線管理棟		465		1980		25		34.875		69.75																146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		2271		1985		25		170.325		340.65																35		ＰＳパルス第１電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		大穂		59		研究本館								大穂		145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		大穂		229		ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟		東海		18		ハドロン実験ホール ジッケン		大穂		35		ＰＳパルス第１電源棟																																																93		放射性廃棄物２保管棟		294		1980		25		22.05		44.1																147		筑波第１コンプレッサー棟		121		1985		25		9.075		18.15																36		ＰＳパルス第２電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		大穂		90		電子陽電子入射器コントロール棟								大穂		146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		大穂		231		ＰＦ実験準備棟		東海		19		ＭＲ第２電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		36		ＰＳパルス第２電源棟																																																99		電子放射性廃水処理棟		213		1981		25		15.975		31.95																148		日光実験棟		1968		1985		25		147.6		295.2																37		ＰＳパルス第３電源棟		36		1974		25		2.7		5.4

								大穂		92		放射線管理棟								大穂		147		筑波第１コンプレッサー棟		大穂		233		ＰＦ－ＡＲ実験準備棟		東海		20		ＭＲ第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		37		ＰＳパルス第３電源棟																																																101		第２工作棟		875		1982		25		65.625		131.25																149		大穂実験棟		2021		1985		25		151.575		303.15																40		ＰＳ第３補助電源棟		119		1975		25		8.925		17.85

								大穂		93		放射性廃棄物２保管棟								大穂		148		日光実験棟		大穂		257		ＰＦ－ＡＲ北西実験棟		東海		21		ＭＲ第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		40		ＰＳ第３補助電源棟																																																102		第２低温棟		894		1982		25		67.05		134.1																151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																43		ＰＳ第１ポンプ室		307		1975		25		23.025		46.05

								大穂		99		電子放射性廃水処理棟								大穂		149		大穂実験棟		大穂		262		ＰＦ－ＡＲ共同研究棟		東海		24		ヘリウム回収機械棟 カイシュウ キカイ トウ		大穂		43		ＰＳ第１ポンプ室																																																103		第３工作棟		210		1982		25		15.75		31.5																154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																45		加速器試験実験棟		320		1976		25		24		48

								大穂		101		第２工作棟								大穂		151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		大穂 オオホ		281		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ１機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		27		ニュートリノ第１設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		45		加速器試験実験棟																																																104		高圧ガス第２貯蔵棟		252		1982		25		18.9		37.8																155		ＭＲ・Ｄ３電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																52		中性子中間子ビームライン制御棟		320		1977		25		24		48

								大穂		102		第２低温棟								大穂		152		ＭＲ・１２ＳＭ７補助機械棟		大穂 オオホ		282		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ２機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		28		ニュートリノ入域管理棟 ハイ イキ カンリ トウ		大穂		52		中性子中間子ビームライン制御棟																																																106		ＰＦ研究棟		841		1982		25		63.075		126.15																158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																56		超伝導・低温・真空実験棟		1068		1978		25		80.1		160.2

								大穂		103		第３工作棟								大穂		153		ＭＲ・１２ＳＭ８補助機械棟		大穂 オオホ		283		ＰＦ－ＡＲ直接入射路制御機器第１収納庫 チョクセツ ニュウシャ ロ セイギョ キキ ダイ シュウノウコ		東海		29		ニュートリノ第２設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		56		超伝導・低温・真空実験棟																																																107		電子陽電子加速器コントロール棟		2513		1983		25		188.475		376.95																159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																58		ＰＳリニアック高周波実験棟		99		1978		25		7.425		14.85

								大穂		104		高圧ガス第２貯蔵棟								大穂		154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		大穂 オオホ		284		ＰＦ－ＡＲ直接入射路第２制御棟 チョクセツ ニュウシャ ロ ダイ セイギョ トウ		東海		30		ニュートリノターゲットステーション棟 ムネ		大穂		58		ＰＳリニアック高周波実験棟																																																118		化学実験棟		789		1983		25		59.175		118.35																160		日光特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																60		ＰＳ物理第２収納庫		340		1978		25		25.5		51

								大穂		106		ＰＦ研究棟								大穂		155		ＭＲ・Ｄ３電源棟								東海		31		ニュートリノ第３設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		60		ＰＳ物理第２収納庫																																																119		化学薬品庫		90		1983		25		6.75		13.5																161		大穂特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																61		ＰＳ市水ポンプ室		26		1979		25		1.95		3.9

								大穂		107		電子陽電子加速器コントロール棟								大穂		156		ＭＲ・３ＳＭ１補助機械棟								東海		32		ニュートリノモニター棟 ムネ		大穂		61		ＰＳ市水ポンプ室																																																120		実験廃液処理棟		306		1983		25		22.95		45.9																163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟		2698		1986		25		202.35		404.7																63		先端計測実験棟		3566		1979		25		267.45		534.9

								大穂		118		化学実験棟								大穂		157		ＭＲ・３ＳＭ２補助機械棟								東海		33		ニュートリノ実験準備棟 ジッケン ジュンビ ムネ		大穂		63		先端計測実験棟																																																124		放射性廃棄物３保管棟		587		1983		25		44.025		88.05																164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																86		ＰＳ第３ポンプ室		112		1980		25		8.4		16.8

								大穂		119		化学薬品庫								大穂		158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟								東海		34		ニュートリノモニター設備棟 セツビ ムネ		大穂		86		ＰＳ第３ポンプ室																																																132		放射線照射棟		351		1984		25		26.325		52.65																166		ＭＲ・Ｄ４電源棟		1679		1986		25		125.925		251.85																95		加速器南実験棟		683		1981		25		51.225		102.45

								大穂		120		実験廃液処理棟								大穂		159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟								東海		35		ハドロン実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		95		加速器南実験棟																																																133		放射性試料測定棟		872		1984		25		65.4		130.8																167		ＭＲ・Ｄ５電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																96		偏極陽子機械棟		153		1981		25		11.475		22.95

								大穂		124		放射性廃棄物３保管棟								大穂		160		日光特高変電棟								東海		37		長尺ビームライン棟 チョウジャク トウ		大穂		96		偏極陽子機械棟												現在の未整備積み残し金額 ゲンザイ ミセイビ ツ ノコ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												150		計算機南棟		1773		1985		25		132.975		265.95																168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟		209		1986		25		15.675		31.35																100		ＰＳ物理第３収納庫		342		1982		25		25.65		51.3

								大穂		132		放射線照射棟								大穂		161		大穂特高変電棟								東海		39		ハドロン入出管理棟 イリデ カンリ トウ		大穂		100		ＰＳ物理第３収納庫				区分 クブン						経年25年以上の面積 ケイネン ネン イジョウ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												180		先端薄膜ターゲット開発棟		216		1986		25		16.2		32.4																169		ＭＲ・Ｄ６電源棟		506		1986		25		37.95		75.9																114		先端計測開発棟		826		1983		25		61.95		123.9

								大穂		133		放射性試料測定棟								大穂		163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟								東海 トウカイ		44		ハドロンK1.8BR測定棟 ソクテイ トウ		大穂		114		先端計測開発棟				I						4,547		341.025		682.05		1,023		5,546		23,349																												181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫		15		1986		25		1.125		2.25																170		富士ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																121		先端加速器試験棟		6007		1983		25		450.525		901.05

								大穂		150		計算機南棟								大穂		164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟								東海 トウカイ		45		ハドロンK1.8測定機械棟 ソクテイ キカイ トウ		大穂		121		先端加速器試験棟				IS						20,104		1507.8		3015.6		4,523																																182		実験廃液処理棟・薬品庫		15		1986		25		1.125		2.25																171		日光コンプレッサー棟		121		1986		25		9.075		18.15																131		ヘリウム機械棟		100		1984		25		7.5		15

								大穂		180		先端薄膜ターゲット開発棟								大穂		166		ＭＲ・Ｄ４電源棟								東海 トウカイ		46		ニュートリノミューオンモニター棟 トウ		大穂		131		ヘリウム機械棟				PI						11,524		864.3		1728.6		2,593		17,802																														184		物品管理庫		459		1987		25		34.425		68.85																172		日光ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																139		南実験準備棟		589		1984		25		44.175		88.35

								大穂		181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫								大穂		167		ＭＲ・Ｄ５電源棟								東海 トウカイ		60		革新型蓄電池実験棟 カクシンガタ チクデンチ ジッケントウ		大穂		139		南実験準備棟				K						28,438		2132.85		4265.7		6,399																																225		放射線モニター第５監視所		9		1985		25		0.675		1.35																173		日光ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																142		ＰＳキッカー電源棟		80		1984		25		6		12

								大穂		182		実験廃液処理棟・薬品庫								大穂		168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟								東海 トウカイ		61		ヘリウム液化機棟 エキカ キ トウ		大穂		142		ＰＳキッカー電源棟				P						17,181		1288.575		2577.15		3,866																																226		放射線モニター第６監視所		9		1985		25		0.675		1.35																174		筑波ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																143		５００ＭｅＶライン電源棟		158		1984		25		11.85		23.7

								大穂		184		物品管理庫								大穂		169		ＭＲ・Ｄ６電源棟								東海 トウカイ		62		ハドロン南実験棟 ミナミ ジッケントウ		大穂		143		５００ＭｅＶライン電源棟				J						0		0		0		0																																227		放射線モニター第７監視所		9		1985		25		0.675		1.35																175		筑波ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ		50		1985		25		3.75		7.5

								大穂		188		放射線モニター第８監視所								大穂		170		富士ガス混合棟								東海 トウカイ		63		ハドロン第1圧縮機棟 ダイ アッシュクキ トウ		大穂		179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ				E						21,979		1648.425		3296.85		4,945																																50		1号館 ゴウカン		2035		1976		25		152.625		305.25																176		大穂第１コンプレッサー棟		189		1986		25		14.175		28.35																206		薬品庫		11		1971		25		0.825		1.65

								大穂		195		３号館								大穂		171		日光コンプレッサー棟								東海 トウカイ		64		ハドロン第３機械棟 ダイ キカイ トウ		大穂		189		４０ＭｅＶライン電源棟										※200m2以下も含む イカ フク																																						51		1号館アネックス ゴウカン		18		1976		25		1.35		2.7																177		大穂ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																207		高圧ガスボンベ格納庫		5		1977		25		0.375		0.75

								大穂		225		放射線モニター第５監視所								大穂		172		日光ガス混合棟								東海 トウカイ		65		ハドロン放射化物保管棟 ホウシャカ ブツ ホカン トウ		大穂		193		ヘリウム回収棟																																																52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ		997		1970		25		74.775		149.55																178		大穂ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ		77		1980		25		5.775		11.55

								大穂		226		放射線モニター第６監視所								大穂		173		日光ボンベ保管庫								東海 トウカイ		67		ＭＲ第４電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		196		北カウンターホール																																																54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ		93		1987		25		6.975		13.95																				28438				計 ケイ		2132.85		4265.7																214		ＰＳ第１ボンベ保管庫		9		1981		25		0.675		1.35

								大穂		227		放射線モニター第７監視所								大穂		174		筑波ガス混合棟								東海 トウカイ		68		ＭＲ第５電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟												整備積み金額 セイビ ツ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																																20104				計 ケイ		1507.8		3015.6																																												215		ＰＳ第２ボンベ保管庫		8		1981		25		0.6		1.2

								大穂		228		放射性廃棄物４保管棟								大穂		175		筑波ボンベ保管庫								東海 トウカイ		69		ＭＲ第６電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		200		ＰＳ井水ポンプ室				区分 クブン				修理済面積 シュウリ ズミ メンセキ		更新済面積 コウシン ズミ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																																																																																				216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ		37		1981		25		2.775		5.55

								大穂		235		第３低温棟								大穂		176		大穂第１コンプレッサー棟														大穂		201		静電型貯蔵リング				I				5694		0		162.2744912842		0		162		1,532		4,994																																																																																				217		薬注庫		10		1981		25		0.75		1.5

								大穂		241		溶接作業棟								大穂		177		大穂ガス混合棟														大穂		206		薬品庫				IS				21998		8,783		626.9255811856		742.8674821636		1,370																																																																																								218		発生材保管庫		26		1981		25		1.95		3.9

								大穂		245		放射化物使用棟								大穂		178		大穂ボンベ保管庫														大穂		207		高圧ガスボンベ格納庫				PI				11524		0		367.3515628365		0		367		3,462																																																																																						219		都市ガス第２減圧装置格納庫		8		1982		25		0.6		1.2

								大穂		246		４号館								大穂		186		電子陽電子加速器実験準備棟														大穂		212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ				K				29236		0		931.958546606		0		932																																																																																								220		荷電変換電源棟		80		1982		25		6		12

								大穂		249		低温機器収納庫								大穂		187		日光ポンプ室														大穂		214		ＰＳ第１ボンベ保管庫				P				18638		0		594.1251673157		0		594																																																																																												21979				計 ケイ		1648.425		3296.85

								大穂		250		第４低温棟								大穂		192		日光高圧ガス貯蔵棟														大穂		215		ＰＳ第２ボンベ保管庫				J						0		0		0		0

								大穂		251		熱中性子標準棟								大穂		199		富士加速器ボンベ保管庫														大穂		216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ				E				29,236		6,948		931.958546606		636.6710806202		1,569

								大穂		252		第４低温棟電源収納庫								大穂		202		筑波第２コンプレッサー棟														大穂		217		薬注庫										※200m2以下も含む イカ フク

								大穂		256		油脂庫								大穂		203		富士第２コンプレッサー棟														大穂		218		発生材保管庫

								大穂		261		窒素コンプレッサー室								大穂		204		加速器小保管棟														大穂		219		都市ガス第２減圧装置格納庫

								大穂		263		PS廃水処理施設内ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ倉庫								大穂		230		Ｄ７高周波実験棟														大穂		220		荷電変換電源棟

								大穂 オオホ		269		ヘリウム貯蔵庫 チョゾウコ								大穂		259		ＫＥＫＢ展示室														大穂		232		都市ガス第３減圧装置格納庫

								東海		1		中央制御棟								大穂 オオホ		271		ＱＣＳコンプレッサー棟 トウ														大穂		236		ＥＲＬ開発棟ヘリウム回収容器保管庫 カイハツ トウ

								東海		36		放射線測定棟 ホウシャセン ソクテイ トウ								大穂 オオホ		272		３Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		238		物理共通小実験準備棟

								東海		38		設備管理棟 セツビ カンリトウ								大穂 オオホ		273		６Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		239		分散隔離制御室６ＬＣ３

								東海 トウカイ		50		1号館 ゴウカン								大穂 オオホ		274		９Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		240		分散隔離制御室６ＬＣ４

								東海 トウカイ		51		1号館アネックス ゴウカン								大穂 オオホ		275		１２Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		242		ニュートリノ機械室(１)

								東海 トウカイ		52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ								大穂 オオホ		276		ＤＲ電源棟 デンゲン トウ														大穂		243		ニュートリノ機械室(２)

								東海 トウカイ		54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ								大穂 オオホ		277		ＤＲ機械棟 キカイ トウ														大穂		244		ニュートリノ電源棟

								東海 トウカイ		56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ								大穂 オオホ		278		Ｍ２－２機械棟 キカイ トウ														大穂		247		超伝導リニアック試験施設棟

								東海 トウカイ		66		加速器運転準備棟 カソクキ ウンテン ジュンビ トウ								大穂 オオホ		279		Ｍ４－２機械棟 キカイ トウ														大穂		248		超伝導リニアック試験施設棟機械棟

																																						大穂		253		回路倉庫

																																						大穂		254		ブースター第２電源棟

																																						大穂		255		構造生物実験準備棟

																																						大穂		258		ニュートリノ展示室

																																						大穂 オオホ		265		超伝導リニアック試験施設棟コンプレッサー棟 チョウデンドウ シケン シセツ ムネ ムネ

																																						大穂 オオホ		266		ターゲット保管棟

																																						大穂 オオホ		267		電解研磨外部設備棟

																																						大穂 オオホ		268		電解研磨保管庫

																																						大穂 オオホ		280		超伝導加速器利用促進化推進棟 チョウデンドウ カソクキ リヨウ ソクシンカ スイシントウ

																																						大穂 オオホ		285		超伝導加速器利用促進化推進棟コンプレッサー棟 ムネ





経年２５年整備金額（2013)

		基盤施設 キバン シセツ						研究者共通の研究環境 ケンキュウシャ キョウツウ ケンキュウ カンキョウ						ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ性の高い共通基盤 セイ タカ キョウツウ キバン						KEKB						PF						J-PARC						その他プロジェクト タ												起算年 キサン ネン		2013														（千円） センエン										棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ

		大穂		14		ＰＳ特高変電棟		大穂		11		第１工作棟		大穂		70		電子陽電子入射器棟		大穂		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		大穂		89		ＰＦ電源棟		東海		2		特高受電所 ショ		大穂		1		ＰＳ加速器準備棟				区分 クブン		団地 ダンチ		当番号 トウ バンゴウ		棟名称 ムネ メイショウ		建築面積 ケンチク メンセキ		建築年 ケンチク ネン		構造 コウゾウ		地上
階 チジョウ カイ		地下
階 チカ カイ		百年間の修理費 ヒャクネン カン シュウリヒ		百年間の更新費 ヒャク ネンカン コウシンヒ		1年間のm2当り修理費 ネンカン ア シュウリヒ		1年間のm2当り更新費 ネンカン ア コウシンヒ						14		ＰＳ特高変電棟		213		1979		25		15.975		31.95		11		第１工作棟		571		1971		25		42.825		85.65		70		電子陽電子入射器棟		9525		1980		25		714.375		1428.75		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		571		1984		25		42.825		85.65		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		25		109.35		218.7		1		ＰＳ加速器準備棟		2930		1970		25		219.75		439.5

		大穂		38		食堂		大穂		12		計算機北棟		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		大穂		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		大穂		91		ＰＦ光源棟		東海		3		ＭＲ第３電源棟		大穂		5		ＰＳ北実験棟				I		大穂		49		管理棟		2510		1976		R		2		0		269,332		799,326		1		3						38		食堂		433		1975		25		32.475		64.95		12		計算機北棟		2080		1972		25		156		312		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		25		123.9		247.8		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		580		1984		25		43.5		87		91		ＰＦ光源棟		9317		1980		25		698.775		1397.55		5		ＰＳ北実験棟		415		1970		25		31.125		62.25

		大穂		49		管理棟		大穂		23		ブースター電源棟		大穂		108		ＡＲ特高変電棟		大穂		127		ＭＲ・９ＳＭ５補助機械棟		大穂		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		東海		4		ＭＲ第２機械棟		大穂		6		Ｓ－１変電棟				IS		大穂		59		研究本館		2762		1978		R		3		0		333,346		989,306		1		4						49		管理棟		2510		1976		25		188.25		376.5		23		ブースター電源棟		256		1972		25		19.2		38.4		108		ＡＲ特高変電棟		347		1983		25		26.025		52.05		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		178		1984		25		13.35		26.7		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		283		1983		25		21.225		42.45		6		Ｓ－１変電棟		154		1970		25		11.55		23.1

		大穂		50		更衣室		大穂		25		第１低温棟								大穂		128		ＭＲ・９ＳＭ６補助機械棟		大穂		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		東海		5		ＭＲ第２搬入棟		大穂		8		ＰＳ補助機械棟				PI		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		R		2		0		177,532		768,828		1		6						50		更衣室		14		1976		25		1.05		2.1		25		第１低温棟		160		1972		25		12		24						11524				計 ケイ		864.3		1728.6		134		富士実験棟		1840		1984		25		138		276		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		1453		1983		25		108.975		217.95		8		ＰＳ補助機械棟		190		1971		25		14.25		28.5

		大穂		53		管理棟車庫		大穂		26		高圧ガス第１貯蔵棟								大穂		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		大穂		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		東海 トウカイ		6		RNB実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ				K		大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		S		1		0		134,468		473,944		1		3						53		管理棟車庫		155		1977		25		11.625		23.25		26		高圧ガス第１貯蔵棟		80		1972		25		6		12																136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		25		125.925		251.85		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		1625		1983		25		121.875		243.75		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ		1564		1971		25		117.3		234.6

		大穂		98		職員会館		大穂		28		１号館								大穂		134		富士実験棟		大穂		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		東海 トウカイ		7		ＭＲ第１搬入棟 ダイ ハンニュウトウ		大穂		21		ＰＳ第１補助電源棟				P		大穂		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		RS		1		0		102,617		350,521		1		2						98		職員会館		709		1981		25		53.175		106.35		30		精密試験棟		108		1973		25		8.1		16.2																137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		2271		1984		25		170.325		340.65		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		1413		1983		25		105.975		211.95		21		ＰＳ第１補助電源棟		107		1972		25		8.025		16.05

		大穂		130		中央受電棟		大穂		30		精密試験棟								大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		大穂		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		東海 トウカイ		8		ＭＲ第３機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		22		ＰＳ第４補助電源棟				J		東海		4		ＭＲ第２機械棟		713		2005		R		1		0		59,168		257,114		1		4						130		中央受電棟		293		1984		25		21.975		43.95		39		ＲＩ実験準備棟		51		1975		25		3.825		7.65																138		筑波実験棟		1666		1984		25		124.95		249.9		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		1542		1983		25		115.65		231.3		22		ＰＳ第４補助電源棟		149		1972		25		11.175		22.35

		大穂		194		体育館		大穂		34		２号館								大穂		137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		大穂		221		ＡＲ低温実験棟		東海 トウカイ		9		ハドロン搬入棟 ハンニュウトウ		大穂		24		ＰＳ物理第１低温棟				E		大穂		121		先端加速器試験棟		6007		1983		S		1		0		1,287,470		2,141,072		3		4						194		体育館		1057		1988		25		79.275		158.55		54		工作棟材料倉庫		128		1977		25		9.6		19.2																140		富士物理ボンベ保管庫		36		1984		25		2.7		5.4		221		ＡＲ低温実験棟		90		1982		25		6.75		13.5		24		ＰＳ物理第１低温棟		275		1972		25		20.625		41.25

		大穂		260		国際交流センター		大穂		39		ＲＩ実験準備棟								大穂		138		筑波実験棟		大穂		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		東海		15		ハドロン第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		27		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ																								平均値 ヘイキンチ		1		4						55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		220		1975		25		16.5		33		57		放射化物加工棟		213		1978		25		15.975		31.95																141		富士第１コンプレッサー棟		121		1984		25		9.075		18.15		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		24		1983		25		1.8		3.6		29		北カウンターホール実験準備棟		428		1973		25		32.1		64.2

		大穂 オオホ		264		職員集会室 ショクイン シュウカイシツ		大穂		54		工作棟材料倉庫								大穂		140		富士物理ボンベ保管庫		大穂		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		東海		16		ハドロン第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		29		北カウンターホール実験準備棟																								平均値(基盤） ヘイキンチ キバン		1		3										5604				計 ケイ		420.3		840.6		90		電子陽電子入射器コントロール棟		1257		1980		25		94.275		188.55																145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		1679		1985		25		125.925		251.85		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		31		ＰＳ第２補助電源棟		107		1973		25		8.025		16.05

		大穂 オオホ		270		納品検収センター車庫 ノウヒン ケンシュウ シャコ		大穂		57		放射化物加工棟								大穂		141		富士第１コンプレッサー棟		大穂		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		東海		17		ハドロン第２機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		31		ＰＳ第２補助電源棟																								平均値（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） ヘイキンチ		1		4																				92		放射線管理棟		465		1980		25		34.875		69.75																146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		2271		1985		25		170.325		340.65		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		35		ＰＳパルス第１電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		大穂		59		研究本館								大穂		145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		大穂		229		ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟		東海		18		ハドロン実験ホール ジッケン		大穂		35		ＰＳパルス第１電源棟																																																93		放射性廃棄物２保管棟		294		1980		25		22.05		44.1																147		筑波第１コンプレッサー棟		121		1985		25		9.075		18.15						17253				計 ケイ		1293.975		2587.95		36		ＰＳパルス第２電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		大穂		90		電子陽電子入射器コントロール棟								大穂		146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		大穂		231		ＰＦ実験準備棟		東海		19		ＭＲ第２電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		36		ＰＳパルス第２電源棟																																																99		電子放射性廃水処理棟		213		1981		25		15.975		31.95																148		日光実験棟		1968		1985		25		147.6		295.2																37		ＰＳパルス第３電源棟		36		1974		25		2.7		5.4

								大穂		92		放射線管理棟								大穂		147		筑波第１コンプレッサー棟		大穂		233		ＰＦ－ＡＲ実験準備棟		東海		20		ＭＲ第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		37		ＰＳパルス第３電源棟																																																101		第２工作棟		875		1982		25		65.625		131.25																149		大穂実験棟		2021		1985		25		151.575		303.15																40		ＰＳ第３補助電源棟		119		1975		25		8.925		17.85

								大穂		93		放射性廃棄物２保管棟								大穂		148		日光実験棟		大穂		257		ＰＦ－ＡＲ北西実験棟		東海		21		ＭＲ第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		40		ＰＳ第３補助電源棟																																																102		第２低温棟		894		1982		25		67.05		134.1																151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																43		ＰＳ第１ポンプ室		307		1975		25		23.025		46.05

								大穂		99		電子放射性廃水処理棟								大穂		149		大穂実験棟		大穂		262		ＰＦ－ＡＲ共同研究棟		東海		24		ヘリウム回収機械棟 カイシュウ キカイ トウ		大穂		43		ＰＳ第１ポンプ室																																																103		第３工作棟		210		1982		25		15.75		31.5																154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																45		加速器試験実験棟		320		1976		25		24		48

								大穂		101		第２工作棟								大穂		151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		大穂 オオホ		281		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ１機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		27		ニュートリノ第１設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		45		加速器試験実験棟																																																104		高圧ガス第２貯蔵棟		252		1982		25		18.9		37.8																155		ＭＲ・Ｄ３電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																52		中性子中間子ビームライン制御棟		320		1977		25		24		48

								大穂		102		第２低温棟								大穂		152		ＭＲ・１２ＳＭ７補助機械棟		大穂 オオホ		282		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ２機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		28		ニュートリノ入域管理棟 ハイ イキ カンリ トウ		大穂		52		中性子中間子ビームライン制御棟																																																106		ＰＦ研究棟		841		1982		25		63.075		126.15																158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																56		超伝導・低温・真空実験棟		1068		1978		25		80.1		160.2

								大穂		103		第３工作棟								大穂		153		ＭＲ・１２ＳＭ８補助機械棟		大穂 オオホ		283		ＰＦ－ＡＲ直接入射路制御機器第１収納庫 チョクセツ ニュウシャ ロ セイギョ キキ ダイ シュウノウコ		東海		29		ニュートリノ第２設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		56		超伝導・低温・真空実験棟																																																107		電子陽電子加速器コントロール棟		2513		1983		25		188.475		376.95																159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																58		ＰＳリニアック高周波実験棟		99		1978		25		7.425		14.85

								大穂		104		高圧ガス第２貯蔵棟								大穂		154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		大穂 オオホ		284		ＰＦ－ＡＲ直接入射路第２制御棟 チョクセツ ニュウシャ ロ ダイ セイギョ トウ		東海		30		ニュートリノターゲットステーション棟 ムネ		大穂		58		ＰＳリニアック高周波実験棟																																																118		化学実験棟		789		1983		25		59.175		118.35																160		日光特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																60		ＰＳ物理第２収納庫		340		1978		25		25.5		51

								大穂		106		ＰＦ研究棟								大穂		155		ＭＲ・Ｄ３電源棟								東海		31		ニュートリノ第３設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		60		ＰＳ物理第２収納庫																																																119		化学薬品庫		90		1983		25		6.75		13.5																161		大穂特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																61		ＰＳ市水ポンプ室		26		1979		25		1.95		3.9

								大穂		107		電子陽電子加速器コントロール棟								大穂		156		ＭＲ・３ＳＭ１補助機械棟								東海		32		ニュートリノモニター棟 ムネ		大穂		61		ＰＳ市水ポンプ室																																																120		実験廃液処理棟		306		1983		25		22.95		45.9																163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟		2698		1986		25		202.35		404.7																63		先端計測実験棟		3566		1979		25		267.45		534.9

								大穂		118		化学実験棟								大穂		157		ＭＲ・３ＳＭ２補助機械棟								東海		33		ニュートリノ実験準備棟 ジッケン ジュンビ ムネ		大穂		63		先端計測実験棟																																																124		放射性廃棄物３保管棟		587		1983		25		44.025		88.05																164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																86		ＰＳ第３ポンプ室		112		1980		25		8.4		16.8

								大穂		119		化学薬品庫								大穂		158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟								東海		34		ニュートリノモニター設備棟 セツビ ムネ		大穂		86		ＰＳ第３ポンプ室																																																132		放射線照射棟		351		1984		25		26.325		52.65																166		ＭＲ・Ｄ４電源棟		1679		1986		25		125.925		251.85																95		加速器南実験棟		683		1981		25		51.225		102.45

								大穂		120		実験廃液処理棟								大穂		159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟								東海		35		ハドロン実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		95		加速器南実験棟																																																133		放射性試料測定棟		872		1984		25		65.4		130.8																167		ＭＲ・Ｄ５電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																96		偏極陽子機械棟		153		1981		25		11.475		22.95

								大穂		124		放射性廃棄物３保管棟								大穂		160		日光特高変電棟								東海		37		長尺ビームライン棟 チョウジャク トウ		大穂		96		偏極陽子機械棟												現在の未整備積み残し金額 ゲンザイ ミセイビ ツ ノコ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												150		計算機南棟		1773		1985		25		132.975		265.95																168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟		209		1986		25		15.675		31.35																100		ＰＳ物理第３収納庫		342		1982		25		25.65		51.3

								大穂		132		放射線照射棟								大穂		161		大穂特高変電棟								東海		39		ハドロン入出管理棟 イリデ カンリ トウ		大穂		100		ＰＳ物理第３収納庫				区分 クブン						経年25年以上の面積 ケイネン ネン イジョウ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												180		先端薄膜ターゲット開発棟		216		1986		25		16.2		32.4																169		ＭＲ・Ｄ６電源棟		506		1986		25		37.95		75.9																114		先端計測開発棟		826		1983		25		61.95		123.9

								大穂		133		放射性試料測定棟								大穂		163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟								東海 トウカイ		44		ハドロンK1.8BR測定棟 ソクテイ トウ		大穂		114		先端計測開発棟				I						5,604		420.3		840.6		1,261		5,836		23,783																												181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫		15		1986		25		1.125		2.25																170		富士ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																121		先端加速器試験棟		6007		1983		25		450.525		901.05

								大穂		150		計算機南棟								大穂		164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟								東海 トウカイ		45		ハドロンK1.8測定機械棟 ソクテイ キカイ トウ		大穂		121		先端加速器試験棟				IS						20,333		1524.975		3049.95		4,575																																182		実験廃液処理棟・薬品庫		15		1986		25		1.125		2.25																171		日光コンプレッサー棟		121		1986		25		9.075		18.15																131		ヘリウム機械棟		100		1984		25		7.5		15

								大穂		180		先端薄膜ターゲット開発棟								大穂		166		ＭＲ・Ｄ４電源棟								東海 トウカイ		46		ニュートリノミューオンモニター棟 トウ		大穂		131		ヘリウム機械棟				PI						11,524		864.3		1728.6		2,593		17,947																														184		物品管理庫		459		1987		25		34.425		68.85																172		日光ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																139		南実験準備棟		589		1984		25		44.175		88.35

								大穂		181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫								大穂		167		ＭＲ・Ｄ５電源棟								東海 トウカイ		60		革新型蓄電池実験棟 カクシンガタ チクデンチ ジッケントウ		大穂		139		南実験準備棟				K						28,873		2165.475		4330.95		6,496																																188		放射線モニター第８監視所		13		1988		25		0.975		1.95																173		日光ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																142		ＰＳキッカー電源棟		80		1984		25		6		12

								大穂		182		実験廃液処理棟・薬品庫								大穂		168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟								東海 トウカイ		61		ヘリウム液化機棟 エキカ キ トウ		大穂		142		ＰＳキッカー電源棟				P						17,253		1293.975		2587.95		3,882																																225		放射線モニター第５監視所		9		1985		25		0.675		1.35																174		筑波ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																143		５００ＭｅＶライン電源棟		158		1984		25		11.85		23.7

								大穂		184		物品管理庫								大穂		169		ＭＲ・Ｄ６電源棟								東海 トウカイ		62		ハドロン南実験棟 ミナミ ジッケントウ		大穂		143		５００ＭｅＶライン電源棟				J						0		0		0		0																																226		放射線モニター第６監視所		9		1985		25		0.675		1.35																175		筑波ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ		50		1985		25		3.75		7.5

								大穂		188		放射線モニター第８監視所								大穂		170		富士ガス混合棟								東海 トウカイ		63		ハドロン第1圧縮機棟 ダイ アッシュクキ トウ		大穂		179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ				E						22,116		1658.7		3317.4		4,976																																227		放射線モニター第７監視所		9		1985		25		0.675		1.35																176		大穂第１コンプレッサー棟		189		1986		25		14.175		28.35																189		４０ＭｅＶライン電源棟		89		1988		25		6.675		13.35

								大穂		195		３号館								大穂		171		日光コンプレッサー棟								東海 トウカイ		64		ハドロン第３機械棟 ダイ キカイ トウ		大穂		189		４０ＭｅＶライン電源棟										※200m2以下も含む イカ フク																																						50		1号館 ゴウカン		2035		1976		25		152.625		305.25																177		大穂ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																193		ヘリウム回収棟		48		1988		25		3.6		7.2

								大穂		225		放射線モニター第５監視所								大穂		172		日光ガス混合棟								東海 トウカイ		65		ハドロン放射化物保管棟 ホウシャカ ブツ ホカン トウ		大穂		193		ヘリウム回収棟																																																51		1号館アネックス ゴウカン		18		1976		25		1.35		2.7																178		大穂ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																206		薬品庫		11		1971		25		0.825		1.65

								大穂		226		放射線モニター第６監視所								大穂		173		日光ボンベ保管庫								東海 トウカイ		67		ＭＲ第４電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		196		北カウンターホール																																																52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ		997		1970		25		74.775		149.55																186		電子陽電子加速器実験準備棟		254		1988		25		19.05		38.1																207		高圧ガスボンベ格納庫		5		1977		25		0.375		0.75

								大穂		227		放射線モニター第７監視所								大穂		174		筑波ガス混合棟								東海 トウカイ		68		ＭＲ第５電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟												整備積み金額 セイビ ツ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ		93		1987		25		6.975		13.95																187		日光ポンプ室		59		1988		25		4.425		8.85																212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ		77		1980		25		5.775		11.55

								大穂		228		放射性廃棄物４保管棟								大穂		175		筑波ボンベ保管庫								東海 トウカイ		69		ＭＲ第６電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		200		ＰＳ井水ポンプ室				区分 クブン				修理済面積 シュウリ ズミ メンセキ		更新済面積 コウシン ズミ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ		216		1988		25		16.2		32.4																192		日光高圧ガス貯蔵棟		122		1988		25		9.15		18.3																214		ＰＳ第１ボンベ保管庫		9		1981		25		0.675		1.35

								大穂		235		第３低温棟								大穂		176		大穂第１コンプレッサー棟														大穂		201		静電型貯蔵リング				I				5694		0		162.2744912842		0		162		1,532		4,994																																20333				計 ケイ		1524.975		3049.95																				28873				計 ケイ		2165.475		4330.95																215		ＰＳ第２ボンベ保管庫		8		1981		25		0.6		1.2

								大穂		241		溶接作業棟								大穂		177		大穂ガス混合棟														大穂		206		薬品庫				IS				21998		8,783		626.9255811856		742.8674821636		1,370																																																																																								216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ		37		1981		25		2.775		5.55

								大穂		245		放射化物使用棟								大穂		178		大穂ボンベ保管庫														大穂		207		高圧ガスボンベ格納庫				PI				11524		0		367.3515628365		0		367		3,462																																																																																						217		薬注庫		10		1981		25		0.75		1.5

								大穂		246		４号館								大穂		186		電子陽電子加速器実験準備棟														大穂		212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ				K				29236		0		931.958546606		0		932																																																																																								218		発生材保管庫		26		1981		25		1.95		3.9

								大穂		249		低温機器収納庫								大穂		187		日光ポンプ室														大穂		214		ＰＳ第１ボンベ保管庫				P				18638		0		594.1251673157		0		594																																																																																								219		都市ガス第２減圧装置格納庫		8		1982		25		0.6		1.2

								大穂		250		第４低温棟								大穂		192		日光高圧ガス貯蔵棟														大穂		215		ＰＳ第２ボンベ保管庫				J						0		0		0		0																																																																																								220		荷電変換電源棟		80		1982		25		6		12

								大穂		251		熱中性子標準棟								大穂		199		富士加速器ボンベ保管庫														大穂		216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ				E				29,236		6,948		931.958546606		636.6710806202		1,569																																																																																												22116				計 ケイ		1658.7		3317.4

								大穂		252		第４低温棟電源収納庫								大穂		202		筑波第２コンプレッサー棟														大穂		217		薬注庫										※200m2以下も含む イカ フク

								大穂		256		油脂庫								大穂		203		富士第２コンプレッサー棟														大穂		218		発生材保管庫

								大穂		261		窒素コンプレッサー室								大穂		204		加速器小保管棟														大穂		219		都市ガス第２減圧装置格納庫

								大穂		263		PS廃水処理施設内ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ倉庫								大穂		230		Ｄ７高周波実験棟														大穂		220		荷電変換電源棟

								大穂 オオホ		269		ヘリウム貯蔵庫 チョゾウコ								大穂		259		ＫＥＫＢ展示室														大穂		232		都市ガス第３減圧装置格納庫

								東海		1		中央制御棟								大穂 オオホ		271		ＱＣＳコンプレッサー棟 トウ														大穂		236		ＥＲＬ開発棟ヘリウム回収容器保管庫 カイハツ トウ

								東海		36		放射線測定棟 ホウシャセン ソクテイ トウ								大穂 オオホ		272		３Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		238		物理共通小実験準備棟

								東海		38		設備管理棟 セツビ カンリトウ								大穂 オオホ		273		６Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		239		分散隔離制御室６ＬＣ３

								東海 トウカイ		50		1号館 ゴウカン								大穂 オオホ		274		９Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		240		分散隔離制御室６ＬＣ４

								東海 トウカイ		51		1号館アネックス ゴウカン								大穂 オオホ		275		１２Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		242		ニュートリノ機械室(１)

								東海 トウカイ		52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ								大穂 オオホ		276		ＤＲ電源棟 デンゲン トウ														大穂		243		ニュートリノ機械室(２)

								東海 トウカイ		54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ								大穂 オオホ		277		ＤＲ機械棟 キカイ トウ														大穂		244		ニュートリノ電源棟

								東海 トウカイ		56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ								大穂 オオホ		278		Ｍ２－２機械棟 キカイ トウ														大穂		247		超伝導リニアック試験施設棟

								東海 トウカイ		66		加速器運転準備棟 カソクキ ウンテン ジュンビ トウ								大穂 オオホ		279		Ｍ４－２機械棟 キカイ トウ														大穂		248		超伝導リニアック試験施設棟機械棟

																																						大穂		253		回路倉庫

																																						大穂		254		ブースター第２電源棟

																																						大穂		255		構造生物実験準備棟

																																						大穂		258		ニュートリノ展示室

																																						大穂 オオホ		265		超伝導リニアック試験施設棟コンプレッサー棟 チョウデンドウ シケン シセツ ムネ ムネ

																																						大穂 オオホ		266		ターゲット保管棟

																																						大穂 オオホ		267		電解研磨外部設備棟

																																						大穂 オオホ		268		電解研磨保管庫

																																						大穂 オオホ		280		超伝導加速器利用促進化推進棟 チョウデンドウ カソクキ リヨウ ソクシンカ スイシントウ

																																						大穂 オオホ		285		超伝導加速器利用促進化推進棟コンプレッサー棟 ムネ





経年２５年整備金額（2014)

		基盤施設 キバン シセツ						研究者共通の研究環境 ケンキュウシャ キョウツウ ケンキュウ カンキョウ						ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ性の高い共通基盤 セイ タカ キョウツウ キバン						KEKB						PF						J-PARC						その他プロジェクト タ												起算年 キサン ネン		2014														（千円） センエン										棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ

		大穂		14		ＰＳ特高変電棟		大穂		11		第１工作棟		大穂		70		電子陽電子入射器棟		大穂		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		大穂		89		ＰＦ電源棟		東海		2		特高受電所 ショ		大穂		1		ＰＳ加速器準備棟				区分 クブン		団地 ダンチ		当番号 トウ バンゴウ		棟名称 ムネ メイショウ		建築面積 ケンチク メンセキ		建築年 ケンチク ネン		構造 コウゾウ		地上
階 チジョウ カイ		地下
階 チカ カイ		百年間の修理費 ヒャクネン カン シュウリヒ		百年間の更新費 ヒャク ネンカン コウシンヒ		1年間のm2当り修理費 ネンカン ア シュウリヒ		1年間のm2当り更新費 ネンカン ア コウシンヒ						14		ＰＳ特高変電棟		213		1979		25		15.975		31.95		11		第１工作棟		571		1971		25		42.825		85.65		70		電子陽電子入射器棟		9525		1980		25		714.375		1428.75		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		571		1984		25		42.825		85.65		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		25		109.35		218.7		1		ＰＳ加速器準備棟		2930		1970		25		219.75		439.5

		大穂		38		食堂		大穂		12		計算機北棟		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		大穂		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		大穂		91		ＰＦ光源棟		東海		3		ＭＲ第３電源棟		大穂		5		ＰＳ北実験棟				I		大穂		49		管理棟		2510		1976		R		2		0		269,332		799,326		1		3						38		食堂		433		1975		25		32.475		64.95		12		計算機北棟		2080		1972		25		156		312		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		25		123.9		247.8		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		580		1984		25		43.5		87		91		ＰＦ光源棟		9317		1980		25		698.775		1397.55		5		ＰＳ北実験棟		415		1970		25		31.125		62.25

		大穂		49		管理棟		大穂		23		ブースター電源棟		大穂		108		ＡＲ特高変電棟		大穂		127		ＭＲ・９ＳＭ５補助機械棟		大穂		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		東海		4		ＭＲ第２機械棟		大穂		6		Ｓ－１変電棟				IS		大穂		59		研究本館		2762		1978		R		3		0		333,346		989,306		1		4						49		管理棟		2510		1976		25		188.25		376.5		23		ブースター電源棟		256		1972		25		19.2		38.4		108		ＡＲ特高変電棟		347		1983		25		26.025		52.05		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		178		1984		25		13.35		26.7		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		283		1983		25		21.225		42.45		6		Ｓ－１変電棟		154		1970		25		11.55		23.1

		大穂		50		更衣室		大穂		25		第１低温棟								大穂		128		ＭＲ・９ＳＭ６補助機械棟		大穂		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		東海		5		ＭＲ第２搬入棟		大穂		8		ＰＳ補助機械棟				PI		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		R		2		0		177,532		768,828		1		6						50		更衣室		14		1976		25		1.05		2.1		25		第１低温棟		160		1972		25		12		24						11524				計 ケイ		864.3		1728.6		134		富士実験棟		1840		1984		25		138		276		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		1453		1983		25		108.975		217.95		8		ＰＳ補助機械棟		190		1971		25		14.25		28.5

		大穂		53		管理棟車庫		大穂		26		高圧ガス第１貯蔵棟								大穂		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		大穂		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		東海 トウカイ		6		RNB実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ				K		大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		S		1		0		134,468		473,944		1		3						53		管理棟車庫		155		1977		25		11.625		23.25		26		高圧ガス第１貯蔵棟		80		1972		25		6		12																136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		25		125.925		251.85		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		1625		1983		25		121.875		243.75		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ		1564		1971		25		117.3		234.6

		大穂		98		職員会館		大穂		28		１号館								大穂		134		富士実験棟		大穂		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		東海 トウカイ		7		ＭＲ第１搬入棟 ダイ ハンニュウトウ		大穂		21		ＰＳ第１補助電源棟				P		大穂		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		RS		1		0		102,617		350,521		1		2						98		職員会館		709		1981		25		53.175		106.35		30		精密試験棟		108		1973		25		8.1		16.2																137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		2271		1984		25		170.325		340.65		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		1413		1983		25		105.975		211.95		21		ＰＳ第１補助電源棟		107		1972		25		8.025		16.05

		大穂		130		中央受電棟		大穂		30		精密試験棟								大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		大穂		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		東海 トウカイ		8		ＭＲ第３機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		22		ＰＳ第４補助電源棟				J		東海		4		ＭＲ第２機械棟		713		2005		R		1		0		59,168		257,114		1		4						130		中央受電棟		293		1984		25		21.975		43.95		39		ＲＩ実験準備棟		51		1975		25		3.825		7.65																138		筑波実験棟		1666		1984		25		124.95		249.9		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		1542		1983		25		115.65		231.3		22		ＰＳ第４補助電源棟		149		1972		25		11.175		22.35

		大穂		194		体育館		大穂		34		２号館								大穂		137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		大穂		221		ＡＲ低温実験棟		東海 トウカイ		9		ハドロン搬入棟 ハンニュウトウ		大穂		24		ＰＳ物理第１低温棟				E		大穂		121		先端加速器試験棟		6007		1983		S		1		0		1,287,470		2,141,072		3		4						194		体育館		1057		1988		25		79.275		158.55		54		工作棟材料倉庫		128		1977		25		9.6		19.2																140		富士物理ボンベ保管庫		36		1984		25		2.7		5.4		221		ＡＲ低温実験棟		90		1982		25		6.75		13.5		24		ＰＳ物理第１低温棟		275		1972		25		20.625		41.25

		大穂		260		国際交流センター		大穂		39		ＲＩ実験準備棟								大穂		138		筑波実験棟		大穂		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		東海		15		ハドロン第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		27		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ																								平均値 ヘイキンチ		1		4						55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		220		1975		25		16.5		33		57		放射化物加工棟		213		1978		25		15.975		31.95																141		富士第１コンプレッサー棟		121		1984		25		9.075		18.15		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		24		1983		25		1.8		3.6		29		北カウンターホール実験準備棟		428		1973		25		32.1		64.2

		大穂 オオホ		264		職員集会室 ショクイン シュウカイシツ		大穂		54		工作棟材料倉庫								大穂		140		富士物理ボンベ保管庫		大穂		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		東海		16		ハドロン第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		29		北カウンターホール実験準備棟																								平均値(基盤） ヘイキンチ キバン		1		3										5604				計 ケイ		420.3		840.6		90		電子陽電子入射器コントロール棟		1257		1980		25		94.275		188.55																145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		1679		1985		25		125.925		251.85		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		31		ＰＳ第２補助電源棟		107		1973		25		8.025		16.05

		大穂 オオホ		270		納品検収センター車庫 ノウヒン ケンシュウ シャコ		大穂		57		放射化物加工棟								大穂		141		富士第１コンプレッサー棟		大穂		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		東海		17		ハドロン第２機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		31		ＰＳ第２補助電源棟																								平均値（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） ヘイキンチ		1		4																				92		放射線管理棟		465		1980		25		34.875		69.75																146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		2271		1985		25		170.325		340.65		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		35		ＰＳパルス第１電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		大穂		59		研究本館								大穂		145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		大穂		229		ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟		東海		18		ハドロン実験ホール ジッケン		大穂		35		ＰＳパルス第１電源棟																																																93		放射性廃棄物２保管棟		294		1980		25		22.05		44.1																147		筑波第１コンプレッサー棟		121		1985		25		9.075		18.15						17253				計 ケイ		1293.975		2587.95		36		ＰＳパルス第２電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		大穂		90		電子陽電子入射器コントロール棟								大穂		146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		大穂		231		ＰＦ実験準備棟		東海		19		ＭＲ第２電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		36		ＰＳパルス第２電源棟																																																99		電子放射性廃水処理棟		213		1981		25		15.975		31.95																148		日光実験棟		1968		1985		25		147.6		295.2																37		ＰＳパルス第３電源棟		36		1974		25		2.7		5.4

								大穂		92		放射線管理棟								大穂		147		筑波第１コンプレッサー棟		大穂		233		ＰＦ－ＡＲ実験準備棟		東海		20		ＭＲ第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		37		ＰＳパルス第３電源棟																																																101		第２工作棟		875		1982		25		65.625		131.25																149		大穂実験棟		2021		1985		25		151.575		303.15																40		ＰＳ第３補助電源棟		119		1975		25		8.925		17.85

								大穂		93		放射性廃棄物２保管棟								大穂		148		日光実験棟		大穂		257		ＰＦ－ＡＲ北西実験棟		東海		21		ＭＲ第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		40		ＰＳ第３補助電源棟																																																102		第２低温棟		894		1982		25		67.05		134.1																151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																43		ＰＳ第１ポンプ室		307		1975		25		23.025		46.05

								大穂		99		電子放射性廃水処理棟								大穂		149		大穂実験棟		大穂		262		ＰＦ－ＡＲ共同研究棟		東海		24		ヘリウム回収機械棟 カイシュウ キカイ トウ		大穂		43		ＰＳ第１ポンプ室																																																103		第３工作棟		210		1982		25		15.75		31.5																154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																45		加速器試験実験棟		320		1976		25		24		48

								大穂		101		第２工作棟								大穂		151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		大穂 オオホ		281		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ１機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		27		ニュートリノ第１設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		45		加速器試験実験棟																																																104		高圧ガス第２貯蔵棟		252		1982		25		18.9		37.8																155		ＭＲ・Ｄ３電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																52		中性子中間子ビームライン制御棟		320		1977		25		24		48

								大穂		102		第２低温棟								大穂		152		ＭＲ・１２ＳＭ７補助機械棟		大穂 オオホ		282		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ２機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		28		ニュートリノ入域管理棟 ハイ イキ カンリ トウ		大穂		52		中性子中間子ビームライン制御棟																																																106		ＰＦ研究棟		841		1982		25		63.075		126.15																158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																56		超伝導・低温・真空実験棟		1068		1978		25		80.1		160.2

								大穂		103		第３工作棟								大穂		153		ＭＲ・１２ＳＭ８補助機械棟		大穂 オオホ		283		ＰＦ－ＡＲ直接入射路制御機器第１収納庫 チョクセツ ニュウシャ ロ セイギョ キキ ダイ シュウノウコ		東海		29		ニュートリノ第２設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		56		超伝導・低温・真空実験棟																																																107		電子陽電子加速器コントロール棟		2513		1983		25		188.475		376.95																159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																58		ＰＳリニアック高周波実験棟		99		1978		25		7.425		14.85

								大穂		104		高圧ガス第２貯蔵棟								大穂		154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		大穂 オオホ		284		ＰＦ－ＡＲ直接入射路第２制御棟 チョクセツ ニュウシャ ロ ダイ セイギョ トウ		東海		30		ニュートリノターゲットステーション棟 ムネ		大穂		58		ＰＳリニアック高周波実験棟																																																118		化学実験棟		789		1983		25		59.175		118.35																160		日光特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																60		ＰＳ物理第２収納庫		340		1978		25		25.5		51

								大穂		106		ＰＦ研究棟								大穂		155		ＭＲ・Ｄ３電源棟								東海		31		ニュートリノ第３設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		60		ＰＳ物理第２収納庫																																																119		化学薬品庫		90		1983		25		6.75		13.5																161		大穂特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																61		ＰＳ市水ポンプ室		26		1979		25		1.95		3.9

								大穂		107		電子陽電子加速器コントロール棟								大穂		156		ＭＲ・３ＳＭ１補助機械棟								東海		32		ニュートリノモニター棟 ムネ		大穂		61		ＰＳ市水ポンプ室																																																120		実験廃液処理棟		306		1983		25		22.95		45.9																163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟		2698		1986		25		202.35		404.7																63		先端計測実験棟		3566		1979		25		267.45		534.9

								大穂		118		化学実験棟								大穂		157		ＭＲ・３ＳＭ２補助機械棟								東海		33		ニュートリノ実験準備棟 ジッケン ジュンビ ムネ		大穂		63		先端計測実験棟																																																124		放射性廃棄物３保管棟		587		1983		25		44.025		88.05																164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																86		ＰＳ第３ポンプ室		112		1980		25		8.4		16.8

								大穂		119		化学薬品庫								大穂		158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟								東海		34		ニュートリノモニター設備棟 セツビ ムネ		大穂		86		ＰＳ第３ポンプ室																																																132		放射線照射棟		351		1984		25		26.325		52.65																166		ＭＲ・Ｄ４電源棟		1679		1986		25		125.925		251.85																95		加速器南実験棟		683		1981		25		51.225		102.45

								大穂		120		実験廃液処理棟								大穂		159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟								東海		35		ハドロン実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		95		加速器南実験棟																																																133		放射性試料測定棟		872		1984		25		65.4		130.8																167		ＭＲ・Ｄ５電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																96		偏極陽子機械棟		153		1981		25		11.475		22.95

								大穂		124		放射性廃棄物３保管棟								大穂		160		日光特高変電棟								東海		37		長尺ビームライン棟 チョウジャク トウ		大穂		96		偏極陽子機械棟												現在の未整備積み残し金額 ゲンザイ ミセイビ ツ ノコ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												150		計算機南棟		1773		1985		25		132.975		265.95																168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟		209		1986		25		15.675		31.35																100		ＰＳ物理第３収納庫		342		1982		25		25.65		51.3

								大穂		132		放射線照射棟								大穂		161		大穂特高変電棟								東海		39		ハドロン入出管理棟 イリデ カンリ トウ		大穂		100		ＰＳ物理第３収納庫				区分 クブン						経年25年以上の面積 ケイネン ネン イジョウ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												180		先端薄膜ターゲット開発棟		216		1986		25		16.2		32.4																169		ＭＲ・Ｄ６電源棟		506		1986		25		37.95		75.9																114		先端計測開発棟		826		1983		25		61.95		123.9

								大穂		133		放射性試料測定棟								大穂		163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟								東海 トウカイ		44		ハドロンK1.8BR測定棟 ソクテイ トウ		大穂		114		先端計測開発棟				I						5,604		420.3		840.6		1,261		6,163		24,913																												181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫		15		1986		25		1.125		2.25																170		富士ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																121		先端加速器試験棟		6007		1983		25		450.525		901.05

								大穂		150		計算機南棟								大穂		164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟								東海 トウカイ		45		ハドロンK1.8測定機械棟 ソクテイ キカイ トウ		大穂		121		先端加速器試験棟				IS						21,787		1634.025		3268.05		4,902																																182		実験廃液処理棟・薬品庫		15		1986		25		1.125		2.25																171		日光コンプレッサー棟		121		1986		25		9.075		18.15																131		ヘリウム機械棟		100		1984		25		7.5		15

								大穂		180		先端薄膜ターゲット開発棟								大穂		166		ＭＲ・Ｄ４電源棟								東海 トウカイ		46		ニュートリノミューオンモニター棟 トウ		大穂		131		ヘリウム機械棟				PI						11,524		864.3		1728.6		2,593		18,750																														184		物品管理庫		459		1987		25		34.425		68.85																172		日光ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																139		南実験準備棟		589		1984		25		44.175		88.35

								大穂		181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫								大穂		167		ＭＲ・Ｄ５電源棟								東海 トウカイ		60		革新型蓄電池実験棟 カクシンガタ チクデンチ ジッケントウ		大穂		139		南実験準備棟				K						28,883		2166.225		4332.45		6,499																																188		放射線モニター第８監視所		13		1988		25		0.975		1.95																173		日光ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																142		ＰＳキッカー電源棟		80		1984		25		6		12

								大穂		182		実験廃液処理棟・薬品庫								大穂		168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟								東海 トウカイ		61		ヘリウム液化機棟 エキカ キ トウ		大穂		142		ＰＳキッカー電源棟				P						17,253		1293.975		2587.95		3,882																																195		３号館		1454		1989		25		109.05		218.1																174		筑波ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																143		５００ＭｅＶライン電源棟		158		1984		25		11.85		23.7

								大穂		184		物品管理庫								大穂		169		ＭＲ・Ｄ６電源棟								東海 トウカイ		62		ハドロン南実験棟 ミナミ ジッケントウ		大穂		143		５００ＭｅＶライン電源棟				J						0		0		0		0																																225		放射線モニター第５監視所		9		1985		25		0.675		1.35																175		筑波ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ		50		1985		25		3.75		7.5

								大穂		188		放射線モニター第８監視所								大穂		170		富士ガス混合棟								東海 トウカイ		63		ハドロン第1圧縮機棟 ダイ アッシュクキ トウ		大穂		179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ				E						25,674		1925.55		3851.1		5,777																																226		放射線モニター第６監視所		9		1985		25		0.675		1.35																176		大穂第１コンプレッサー棟		189		1986		25		14.175		28.35																189		４０ＭｅＶライン電源棟		89		1988		25		6.675		13.35

								大穂		195		３号館								大穂		171		日光コンプレッサー棟								東海 トウカイ		64		ハドロン第３機械棟 ダイ キカイ トウ		大穂		189		４０ＭｅＶライン電源棟										※200m2以下も含む イカ フク																																						227		放射線モニター第７監視所		9		1985		25		0.675		1.35																177		大穂ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																193		ヘリウム回収棟		48		1988		25		3.6		7.2

								大穂		225		放射線モニター第５監視所								大穂		172		日光ガス混合棟								東海 トウカイ		65		ハドロン放射化物保管棟 ホウシャカ ブツ ホカン トウ		大穂		193		ヘリウム回収棟																																																50		1号館 ゴウカン		2035		1976		25		152.625		305.25																178		大穂ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																196		北カウンターホール		3276		1989		25		245.7		491.4

								大穂		226		放射線モニター第６監視所								大穂		173		日光ボンベ保管庫								東海 トウカイ		67		ＭＲ第４電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		196		北カウンターホール																																																51		1号館アネックス ゴウカン		18		1976		25		1.35		2.7																186		電子陽電子加速器実験準備棟		254		1988		25		19.05		38.1																197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟		234		1989		25		17.55		35.1

								大穂		227		放射線モニター第７監視所								大穂		174		筑波ガス混合棟								東海 トウカイ		68		ＭＲ第５電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟												整備積み金額 セイビ ツ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ		997		1970		25		74.775		149.55																187		日光ポンプ室		59		1988		25		4.425		8.85																200		ＰＳ井水ポンプ室		48		1989		25		3.6		7.2

								大穂		228		放射性廃棄物４保管棟								大穂		175		筑波ボンベ保管庫								東海 トウカイ		69		ＭＲ第６電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		200		ＰＳ井水ポンプ室				区分 クブン				修理済面積 シュウリ ズミ メンセキ		更新済面積 コウシン ズミ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ		93		1987		25		6.975		13.95																192		日光高圧ガス貯蔵棟		122		1988		25		9.15		18.3																206		薬品庫		11		1971		25		0.825		1.65

								大穂		235		第３低温棟								大穂		176		大穂第１コンプレッサー棟														大穂		201		静電型貯蔵リング				I				5694		0		162.2744912842		0		162		1,532		4,994																												56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ		216		1988		25		16.2		32.4																199		富士加速器ボンベ保管庫		10		1989		25		0.75		1.5																207		高圧ガスボンベ格納庫		5		1977		25		0.375		0.75

								大穂		241		溶接作業棟								大穂		177		大穂ガス混合棟														大穂		206		薬品庫				IS				21998		8,783		626.9255811856		742.8674821636		1,370																																				21787				計 ケイ		1634.025		3268.05																				28883				計 ケイ		2166.225		4332.45																212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ		77		1980		25		5.775		11.55

								大穂		245		放射化物使用棟								大穂		178		大穂ボンベ保管庫														大穂		207		高圧ガスボンベ格納庫				PI				11524		0		367.3515628365		0		367		3,462																																																																																						214		ＰＳ第１ボンベ保管庫		9		1981		25		0.675		1.35

								大穂		246		４号館								大穂		186		電子陽電子加速器実験準備棟														大穂		212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ				K				29236		0		931.958546606		0		932																																																																																								215		ＰＳ第２ボンベ保管庫		8		1981		25		0.6		1.2

								大穂		249		低温機器収納庫								大穂		187		日光ポンプ室														大穂		214		ＰＳ第１ボンベ保管庫				P				18638		0		594.1251673157		0		594																																																																																								216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ		37		1981		25		2.775		5.55

								大穂		250		第４低温棟								大穂		192		日光高圧ガス貯蔵棟														大穂		215		ＰＳ第２ボンベ保管庫				J						0		0		0		0																																																																																								217		薬注庫		10		1981		25		0.75		1.5

								大穂		251		熱中性子標準棟								大穂		199		富士加速器ボンベ保管庫														大穂		216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ				E				29,236		6,948		931.958546606		636.6710806202		1,569																																																																																								218		発生材保管庫		26		1981		25		1.95		3.9

								大穂		252		第４低温棟電源収納庫								大穂		202		筑波第２コンプレッサー棟														大穂		217		薬注庫										※200m2以下も含む イカ フク																																																																																														219		都市ガス第２減圧装置格納庫		8		1982		25		0.6		1.2

								大穂		256		油脂庫								大穂		203		富士第２コンプレッサー棟														大穂		218		発生材保管庫																																																																																																								220		荷電変換電源棟		80		1982		25		6		12

								大穂		261		窒素コンプレッサー室								大穂		204		加速器小保管棟														大穂		219		都市ガス第２減圧装置格納庫																																																																																																												25674				計 ケイ		1925.55		3851.1

								大穂		263		PS廃水処理施設内ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ倉庫								大穂		230		Ｄ７高周波実験棟														大穂		220		荷電変換電源棟

								大穂 オオホ		269		ヘリウム貯蔵庫 チョゾウコ								大穂		259		ＫＥＫＢ展示室														大穂		232		都市ガス第３減圧装置格納庫

								東海		1		中央制御棟								大穂 オオホ		271		ＱＣＳコンプレッサー棟 トウ														大穂		236		ＥＲＬ開発棟ヘリウム回収容器保管庫 カイハツ トウ

								東海		36		放射線測定棟 ホウシャセン ソクテイ トウ								大穂 オオホ		272		３Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		238		物理共通小実験準備棟

								東海		38		設備管理棟 セツビ カンリトウ								大穂 オオホ		273		６Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		239		分散隔離制御室６ＬＣ３

								東海 トウカイ		50		1号館 ゴウカン								大穂 オオホ		274		９Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		240		分散隔離制御室６ＬＣ４

								東海 トウカイ		51		1号館アネックス ゴウカン								大穂 オオホ		275		１２Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		242		ニュートリノ機械室(１)

								東海 トウカイ		52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ								大穂 オオホ		276		ＤＲ電源棟 デンゲン トウ														大穂		243		ニュートリノ機械室(２)

								東海 トウカイ		54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ								大穂 オオホ		277		ＤＲ機械棟 キカイ トウ														大穂		244		ニュートリノ電源棟

								東海 トウカイ		56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ								大穂 オオホ		278		Ｍ２－２機械棟 キカイ トウ														大穂		247		超伝導リニアック試験施設棟

								東海 トウカイ		66		加速器運転準備棟 カソクキ ウンテン ジュンビ トウ								大穂 オオホ		279		Ｍ４－２機械棟 キカイ トウ														大穂		248		超伝導リニアック試験施設棟機械棟

																																						大穂		253		回路倉庫

																																						大穂		254		ブースター第２電源棟

																																						大穂		255		構造生物実験準備棟

																																						大穂		258		ニュートリノ展示室

																																						大穂 オオホ		265		超伝導リニアック試験施設棟コンプレッサー棟 チョウデンドウ シケン シセツ ムネ ムネ

																																						大穂 オオホ		266		ターゲット保管棟

																																						大穂 オオホ		267		電解研磨外部設備棟

																																						大穂 オオホ		268		電解研磨保管庫

																																						大穂 オオホ		280		超伝導加速器利用促進化推進棟 チョウデンドウ カソクキ リヨウ ソクシンカ スイシントウ

																																						大穂 オオホ		285		超伝導加速器利用促進化推進棟コンプレッサー棟 ムネ





経年２５年整備金額（2016)

		基盤施設 キバン シセツ						研究者共通の研究環境 ケンキュウシャ キョウツウ ケンキュウ カンキョウ						ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ性の高い共通基盤 セイ タカ キョウツウ キバン						KEKB						PF						J-PARC						その他プロジェクト タ												起算年 キサン ネン		2016														（千円） センエン										棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ

		大穂		14		ＰＳ特高変電棟		大穂		11		第１工作棟		大穂		70		電子陽電子入射器棟		大穂		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		大穂		89		ＰＦ電源棟		東海		2		特高受電所 ショ		大穂		1		ＰＳ加速器準備棟				区分 クブン		団地 ダンチ		当番号 トウ バンゴウ		棟名称 ムネ メイショウ		建築面積 ケンチク メンセキ		建築年 ケンチク ネン		構造 コウゾウ		地上
階 チジョウ カイ		地下
階 チカ カイ		百年間の修理費 ヒャクネン カン シュウリヒ		百年間の更新費 ヒャク ネンカン コウシンヒ		1年間のm2当り修理費 ネンカン ア シュウリヒ		1年間のm2当り更新費 ネンカン ア コウシンヒ						14		ＰＳ特高変電棟		213		1979		25		15.975		31.95		11		第１工作棟		571		1971		25		42.825		85.65		70		電子陽電子入射器棟		9525		1980		25		714.375		1428.75		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		571		1984		25		42.825		85.65		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		25		109.35		218.7		1		ＰＳ加速器準備棟		2930		1970		25		219.75		439.5

		大穂		38		食堂		大穂		12		計算機北棟		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		大穂		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		大穂		91		ＰＦ光源棟		東海		3		ＭＲ第３電源棟		大穂		5		ＰＳ北実験棟				I		大穂		49		管理棟		2510		1976		R		2		0		269,332		799,326		1		3						38		食堂		433		1975		25		32.475		64.95		12		計算機北棟		2080		1972		25		156		312		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		25		123.9		247.8		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		580		1984		25		43.5		87		91		ＰＦ光源棟		9317		1980		25		698.775		1397.55		5		ＰＳ北実験棟		415		1970		25		31.125		62.25

		大穂		49		管理棟		大穂		23		ブースター電源棟		大穂		108		ＡＲ特高変電棟		大穂		127		ＭＲ・９ＳＭ５補助機械棟		大穂		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		東海		4		ＭＲ第２機械棟		大穂		6		Ｓ－１変電棟				IS		大穂		59		研究本館		2762		1978		R		3		0		333,346		989,306		1		4						49		管理棟		2510		1976		25		188.25		376.5		23		ブースター電源棟		256		1972		25		19.2		38.4		108		ＡＲ特高変電棟		347		1983		25		26.025		52.05		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		178		1984		25		13.35		26.7		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		283		1983		25		21.225		42.45		6		Ｓ－１変電棟		154		1970		25		11.55		23.1

		大穂		50		更衣室		大穂		25		第１低温棟								大穂		128		ＭＲ・９ＳＭ６補助機械棟		大穂		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		東海		5		ＭＲ第２搬入棟		大穂		8		ＰＳ補助機械棟				PI		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		R		2		0		177,532		768,828		1		6						50		更衣室		14		1976		25		1.05		2.1		25		第１低温棟		160		1972		25		12		24						11524				計 ケイ		864.3		1728.6		134		富士実験棟		1840		1984		25		138		276		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		1453		1983		25		108.975		217.95		8		ＰＳ補助機械棟		190		1971		25		14.25		28.5

		大穂		53		管理棟車庫		大穂		26		高圧ガス第１貯蔵棟								大穂		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		大穂		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		東海 トウカイ		6		RNB実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ				K		大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		S		1		0		134,468		473,944		1		3						53		管理棟車庫		155		1977		25		11.625		23.25		26		高圧ガス第１貯蔵棟		80		1972		25		6		12																136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		25		125.925		251.85		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		1625		1983		25		121.875		243.75		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ		1564		1971		25		117.3		234.6

		大穂		98		職員会館		大穂		28		１号館								大穂		134		富士実験棟		大穂		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		東海 トウカイ		7		ＭＲ第１搬入棟 ダイ ハンニュウトウ		大穂		21		ＰＳ第１補助電源棟				P		大穂		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		RS		1		0		102,617		350,521		1		2						98		職員会館		709		1981		25		53.175		106.35		30		精密試験棟		108		1973		25		8.1		16.2																137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		2271		1984		25		170.325		340.65		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		1413		1983		25		105.975		211.95		21		ＰＳ第１補助電源棟		107		1972		25		8.025		16.05

		大穂		130		中央受電棟		大穂		30		精密試験棟								大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		大穂		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		東海 トウカイ		8		ＭＲ第３機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		22		ＰＳ第４補助電源棟				J		東海		4		ＭＲ第２機械棟		713		2005		R		1		0		59,168		257,114		1		4						130		中央受電棟		293		1984		25		21.975		43.95		39		ＲＩ実験準備棟		51		1975		25		3.825		7.65																138		筑波実験棟		1666		1984		25		124.95		249.9		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		1542		1983		25		115.65		231.3		22		ＰＳ第４補助電源棟		149		1972		25		11.175		22.35

		大穂		194		体育館		大穂		34		２号館								大穂		137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		大穂		221		ＡＲ低温実験棟		東海 トウカイ		9		ハドロン搬入棟 ハンニュウトウ		大穂		24		ＰＳ物理第１低温棟				E		大穂		121		先端加速器試験棟		6007		1983		S		1		0		1,287,470		2,141,072		3		4						194		体育館		1057		1988		25		79.275		158.55		54		工作棟材料倉庫		128		1977		25		9.6		19.2																140		富士物理ボンベ保管庫		36		1984		25		2.7		5.4		221		ＡＲ低温実験棟		90		1982		25		6.75		13.5		24		ＰＳ物理第１低温棟		275		1972		25		20.625		41.25

		大穂		260		国際交流センター		大穂		39		ＲＩ実験準備棟								大穂		138		筑波実験棟		大穂		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		東海		15		ハドロン第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		27		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ																								平均値 ヘイキンチ		1		4						53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		90		1990		25		6.75		13.5		57		放射化物加工棟		213		1978		25		15.975		31.95																141		富士第１コンプレッサー棟		121		1984		25		9.075		18.15		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		24		1983		25		1.8		3.6		29		北カウンターホール実験準備棟		428		1973		25		32.1		64.2

		大穂 オオホ		264		職員集会室 ショクイン シュウカイシツ		大穂		54		工作棟材料倉庫								大穂		140		富士物理ボンベ保管庫		大穂		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		東海		16		ハドロン第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		29		北カウンターホール実験準備棟																								平均値(基盤） ヘイキンチ キバン		1		3						55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		220		1975		25		16.5		33		90		電子陽電子入射器コントロール棟		1257		1980		25		94.275		188.55																145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		1679		1985		25		125.925		251.85		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		31		ＰＳ第２補助電源棟		107		1973		25		8.025		16.05

		大穂 オオホ		270		納品検収センター車庫 ノウヒン ケンシュウ シャコ		大穂		57		放射化物加工棟								大穂		141		富士第１コンプレッサー棟		大穂		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		東海		17		ハドロン第２機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		31		ＰＳ第２補助電源棟																								平均値（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） ヘイキンチ		1		4										5694				計 ケイ		427.05		854.1		92		放射線管理棟		465		1980		25		34.875		69.75																146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		2271		1985		25		170.325		340.65		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		35		ＰＳパルス第１電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		大穂		59		研究本館								大穂		145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		大穂		229		ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟		東海		18		ハドロン実験ホール ジッケン		大穂		35		ＰＳパルス第１電源棟																																																93		放射性廃棄物２保管棟		294		1980		25		22.05		44.1																147		筑波第１コンプレッサー棟		121		1985		25		9.075		18.15						17253				計 ケイ		1293.975		2587.95		36		ＰＳパルス第２電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		大穂		90		電子陽電子入射器コントロール棟								大穂		146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		大穂		231		ＰＦ実験準備棟		東海		19		ＭＲ第２電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		36		ＰＳパルス第２電源棟																																																99		電子放射性廃水処理棟		213		1981		25		15.975		31.95																148		日光実験棟		1968		1985		25		147.6		295.2																37		ＰＳパルス第３電源棟		36		1974		25		2.7		5.4

								大穂		92		放射線管理棟								大穂		147		筑波第１コンプレッサー棟		大穂		233		ＰＦ－ＡＲ実験準備棟		東海		20		ＭＲ第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		37		ＰＳパルス第３電源棟																																																101		第２工作棟		875		1982		25		65.625		131.25																149		大穂実験棟		2021		1985		25		151.575		303.15																40		ＰＳ第３補助電源棟		119		1975		25		8.925		17.85

								大穂		93		放射性廃棄物２保管棟								大穂		148		日光実験棟		大穂		257		ＰＦ－ＡＲ北西実験棟		東海		21		ＭＲ第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		40		ＰＳ第３補助電源棟																																																102		第２低温棟		894		1982		25		67.05		134.1																151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																43		ＰＳ第１ポンプ室		307		1975		25		23.025		46.05

								大穂		99		電子放射性廃水処理棟								大穂		149		大穂実験棟		大穂		262		ＰＦ－ＡＲ共同研究棟		東海		24		ヘリウム回収機械棟 カイシュウ キカイ トウ		大穂		43		ＰＳ第１ポンプ室																																																103		第３工作棟		210		1982		25		15.75		31.5																154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																45		加速器試験実験棟		320		1976		25		24		48

								大穂		101		第２工作棟								大穂		151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		大穂 オオホ		281		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ１機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		27		ニュートリノ第１設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		45		加速器試験実験棟																																																104		高圧ガス第２貯蔵棟		252		1982		25		18.9		37.8																155		ＭＲ・Ｄ３電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																52		中性子中間子ビームライン制御棟		320		1977		25		24		48

								大穂		102		第２低温棟								大穂		152		ＭＲ・１２ＳＭ７補助機械棟		大穂 オオホ		282		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ２機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		28		ニュートリノ入域管理棟 ハイ イキ カンリ トウ		大穂		52		中性子中間子ビームライン制御棟																																																106		ＰＦ研究棟		841		1982		25		63.075		126.15																158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																56		超伝導・低温・真空実験棟		1068		1978		25		80.1		160.2

								大穂		103		第３工作棟								大穂		153		ＭＲ・１２ＳＭ８補助機械棟		大穂 オオホ		283		ＰＦ－ＡＲ直接入射路制御機器第１収納庫 チョクセツ ニュウシャ ロ セイギョ キキ ダイ シュウノウコ		東海		29		ニュートリノ第２設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		56		超伝導・低温・真空実験棟																																																107		電子陽電子加速器コントロール棟		2513		1983		25		188.475		376.95																159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																58		ＰＳリニアック高周波実験棟		99		1978		25		7.425		14.85

								大穂		104		高圧ガス第２貯蔵棟								大穂		154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		大穂 オオホ		284		ＰＦ－ＡＲ直接入射路第２制御棟 チョクセツ ニュウシャ ロ ダイ セイギョ トウ		東海		30		ニュートリノターゲットステーション棟 ムネ		大穂		58		ＰＳリニアック高周波実験棟																																																118		化学実験棟		789		1983		25		59.175		118.35																160		日光特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																60		ＰＳ物理第２収納庫		340		1978		25		25.5		51

								大穂		106		ＰＦ研究棟								大穂		155		ＭＲ・Ｄ３電源棟								東海		31		ニュートリノ第３設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		60		ＰＳ物理第２収納庫																																																119		化学薬品庫		90		1983		25		6.75		13.5																161		大穂特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																61		ＰＳ市水ポンプ室		26		1979		25		1.95		3.9

								大穂		107		電子陽電子加速器コントロール棟								大穂		156		ＭＲ・３ＳＭ１補助機械棟								東海		32		ニュートリノモニター棟 ムネ		大穂		61		ＰＳ市水ポンプ室																																																120		実験廃液処理棟		306		1983		25		22.95		45.9																163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟		2698		1986		25		202.35		404.7																63		先端計測実験棟		3566		1979		25		267.45		534.9

								大穂		118		化学実験棟								大穂		157		ＭＲ・３ＳＭ２補助機械棟								東海		33		ニュートリノ実験準備棟 ジッケン ジュンビ ムネ		大穂		63		先端計測実験棟																																																124		放射性廃棄物３保管棟		587		1983		25		44.025		88.05																164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																86		ＰＳ第３ポンプ室		112		1980		25		8.4		16.8

								大穂		119		化学薬品庫								大穂		158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟								東海		34		ニュートリノモニター設備棟 セツビ ムネ		大穂		86		ＰＳ第３ポンプ室																																																132		放射線照射棟		351		1984		25		26.325		52.65																166		ＭＲ・Ｄ４電源棟		1679		1986		25		125.925		251.85																95		加速器南実験棟		683		1981		25		51.225		102.45

								大穂		120		実験廃液処理棟								大穂		159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟								東海		35		ハドロン実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		95		加速器南実験棟																																																133		放射性試料測定棟		872		1984		25		65.4		130.8																167		ＭＲ・Ｄ５電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																96		偏極陽子機械棟		153		1981		25		11.475		22.95

								大穂		124		放射性廃棄物３保管棟								大穂		160		日光特高変電棟								東海		37		長尺ビームライン棟 チョウジャク トウ		大穂		96		偏極陽子機械棟												現在の未整備積み残し金額 ゲンザイ ミセイビ ツ ノコ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												150		計算機南棟		1773		1985		25		132.975		265.95																168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟		209		1986		25		15.675		31.35																100		ＰＳ物理第３収納庫		342		1982		25		25.65		51.3

								大穂		132		放射線照射棟								大穂		161		大穂特高変電棟								東海		39		ハドロン入出管理棟 イリデ カンリ トウ		大穂		100		ＰＳ物理第３収納庫				区分 クブン						経年25年以上の面積 ケイネン ネン イジョウ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												180		先端薄膜ターゲット開発棟		216		1986		25		16.2		32.4																169		ＭＲ・Ｄ６電源棟		506		1986		25		37.95		75.9																114		先端計測開発棟		826		1983		25		61.95		123.9

								大穂		133		放射性試料測定棟								大穂		163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟								東海 トウカイ		44		ハドロンK1.8BR測定棟 ソクテイ トウ		大穂		114		先端計測開発棟				I						5,694		427.05		854.1		1,281		6,183		24,985																												181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫		15		1986		25		1.125		2.25																170		富士ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																121		先端加速器試験棟		6007		1983		25		450.525		901.05

								大穂		150		計算機南棟								大穂		164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟								東海 トウカイ		45		ハドロンK1.8測定機械棟 ソクテイ キカイ トウ		大穂		121		先端加速器試験棟				IS						21,787		1634.025		3268.05		4,902																																182		実験廃液処理棟・薬品庫		15		1986		25		1.125		2.25																171		日光コンプレッサー棟		121		1986		25		9.075		18.15																131		ヘリウム機械棟		100		1984		25		7.5		15

								大穂		180		先端薄膜ターゲット開発棟								大穂		166		ＭＲ・Ｄ４電源棟								東海 トウカイ		46		ニュートリノミューオンモニター棟 トウ		大穂		131		ヘリウム機械棟				PI						11,524		864.3		1728.6		2,593		18,801																														184		物品管理庫		459		1987		25		34.425		68.85																172		日光ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																139		南実験準備棟		589		1984		25		44.175		88.35

								大穂		181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫								大穂		167		ＭＲ・Ｄ５電源棟								東海 トウカイ		60		革新型蓄電池実験棟 カクシンガタ チクデンチ ジッケントウ		大穂		139		南実験準備棟				K						29,040		2178		4356		6,534																																188		放射線モニター第８監視所		13		1988		25		0.975		1.95																173		日光ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																142		ＰＳキッカー電源棟		80		1984		25		6		12

								大穂		182		実験廃液処理棟・薬品庫								大穂		168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟								東海 トウカイ		61		ヘリウム液化機棟 エキカ キ トウ		大穂		142		ＰＳキッカー電源棟				P						17,253		1293.975		2587.95		3,882																																195		３号館		1454		1989		25		109.05		218.1																174		筑波ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																143		５００ＭｅＶライン電源棟		158		1984		25		11.85		23.7

								大穂		184		物品管理庫								大穂		169		ＭＲ・Ｄ６電源棟								東海 トウカイ		62		ハドロン南実験棟 ミナミ ジッケントウ		大穂		143		５００ＭｅＶライン電源棟				J						0		0		0		0																																225		放射線モニター第５監視所		9		1985		25		0.675		1.35																175		筑波ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ		50		1985		25		3.75		7.5

								大穂		188		放射線モニター第８監視所								大穂		170		富士ガス混合棟								東海 トウカイ		63		ハドロン第1圧縮機棟 ダイ アッシュクキ トウ		大穂		179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ				E						25,745		1930.875		3861.75		5,793																																226		放射線モニター第６監視所		9		1985		25		0.675		1.35																176		大穂第１コンプレッサー棟		189		1986		25		14.175		28.35																189		４０ＭｅＶライン電源棟		89		1988		25		6.675		13.35

								大穂		195		３号館								大穂		171		日光コンプレッサー棟								東海 トウカイ		64		ハドロン第３機械棟 ダイ キカイ トウ		大穂		189		４０ＭｅＶライン電源棟										※200m2以下も含む イカ フク																																						227		放射線モニター第７監視所		9		1985		25		0.675		1.35																177		大穂ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																193		ヘリウム回収棟		48		1988		25		3.6		7.2

								大穂		225		放射線モニター第５監視所								大穂		172		日光ガス混合棟								東海 トウカイ		65		ハドロン放射化物保管棟 ホウシャカ ブツ ホカン トウ		大穂		193		ヘリウム回収棟																																																50		1号館 ゴウカン		2035		1976		25		152.625		305.25																178		大穂ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																196		北カウンターホール		3276		1989		25		245.7		491.4

								大穂		226		放射線モニター第６監視所								大穂		173		日光ボンベ保管庫								東海 トウカイ		67		ＭＲ第４電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		196		北カウンターホール																																																51		1号館アネックス ゴウカン		18		1976		25		1.35		2.7																186		電子陽電子加速器実験準備棟		254		1988		25		19.05		38.1																197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟		234		1989		25		17.55		35.1

								大穂		227		放射線モニター第７監視所								大穂		174		筑波ガス混合棟								東海 トウカイ		68		ＭＲ第５電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟												整備積み金額 セイビ ツ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ		997		1970		25		74.775		149.55																187		日光ポンプ室		59		1988		25		4.425		8.85																200		ＰＳ井水ポンプ室		48		1989		25		3.6		7.2

								大穂		228		放射性廃棄物４保管棟								大穂		175		筑波ボンベ保管庫								東海 トウカイ		69		ＭＲ第６電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		200		ＰＳ井水ポンプ室				区分 クブン				修理済面積 シュウリ ズミ メンセキ		更新済面積 コウシン ズミ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ		93		1987		25		6.975		13.95																192		日光高圧ガス貯蔵棟		122		1988		25		9.15		18.3																201		静電型貯蔵リング		71		1990		25		5.325		10.65

								大穂		235		第３低温棟								大穂		176		大穂第１コンプレッサー棟														大穂		201		静電型貯蔵リング				I				5694		0		162.2744912842		0		162		1,532		4,994																												56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ		216		1988		25		16.2		32.4																199		富士加速器ボンベ保管庫		10		1989		25		0.75		1.5																206		薬品庫		11		1971		25		0.825		1.65

								大穂		241		溶接作業棟								大穂		177		大穂ガス混合棟														大穂		206		薬品庫				IS				21998		8,783		626.9255811856		742.8674821636		1,370																																				21787				計 ケイ		1634.025		3268.05																202		筑波第２コンプレッサー棟		71		1990		25		5.325		10.65																207		高圧ガスボンベ格納庫		5		1977		25		0.375		0.75

								大穂		245		放射化物使用棟								大穂		178		大穂ボンベ保管庫														大穂		207		高圧ガスボンベ格納庫				PI				11524		0		367.3515628365		0		367		3,462																																																										203		富士第２コンプレッサー棟		71		1990		25		5.325		10.65																212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ		77		1980		25		5.775		11.55

								大穂		246		４号館								大穂		186		電子陽電子加速器実験準備棟														大穂		212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ				K				29236		0		931.958546606		0		932																																																												204		加速器小保管棟		15		1990		25		1.125		2.25																214		ＰＳ第１ボンベ保管庫		9		1981		25		0.675		1.35

								大穂		249		低温機器収納庫								大穂		187		日光ポンプ室														大穂		214		ＰＳ第１ボンベ保管庫				P				18638		0		594.1251673157		0		594																																																																29040				計 ケイ		2178		4356																215		ＰＳ第２ボンベ保管庫		8		1981		25		0.6		1.2

								大穂		250		第４低温棟								大穂		192		日光高圧ガス貯蔵棟														大穂		215		ＰＳ第２ボンベ保管庫				J						0		0		0		0																																																																																								216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ		37		1981		25		2.775		5.55

								大穂		251		熱中性子標準棟								大穂		199		富士加速器ボンベ保管庫														大穂		216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ				E				29,236		6,948		931.958546606		636.6710806202		1,569																																																																																								217		薬注庫		10		1981		25		0.75		1.5

								大穂		252		第４低温棟電源収納庫								大穂		202		筑波第２コンプレッサー棟														大穂		217		薬注庫										※200m2以下も含む イカ フク																																																																																														218		発生材保管庫		26		1981		25		1.95		3.9

								大穂		256		油脂庫								大穂		203		富士第２コンプレッサー棟														大穂		218		発生材保管庫																																																																																																								219		都市ガス第２減圧装置格納庫		8		1982		25		0.6		1.2

								大穂		261		窒素コンプレッサー室								大穂		204		加速器小保管棟														大穂		219		都市ガス第２減圧装置格納庫																																																																																																								220		荷電変換電源棟		80		1982		25		6		12

								大穂		263		PS廃水処理施設内ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ倉庫								大穂		230		Ｄ７高周波実験棟														大穂		220		荷電変換電源棟																																																																																																												25745				計 ケイ		1930.875		3861.75

								大穂 オオホ		269		ヘリウム貯蔵庫 チョゾウコ								大穂		259		ＫＥＫＢ展示室														大穂		232		都市ガス第３減圧装置格納庫

								東海		1		中央制御棟								大穂 オオホ		271		ＱＣＳコンプレッサー棟 トウ														大穂		236		ＥＲＬ開発棟ヘリウム回収容器保管庫 カイハツ トウ

								東海		36		放射線測定棟 ホウシャセン ソクテイ トウ								大穂 オオホ		272		３Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		238		物理共通小実験準備棟

								東海		38		設備管理棟 セツビ カンリトウ								大穂 オオホ		273		６Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		239		分散隔離制御室６ＬＣ３

								東海 トウカイ		50		1号館 ゴウカン								大穂 オオホ		274		９Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		240		分散隔離制御室６ＬＣ４

								東海 トウカイ		51		1号館アネックス ゴウカン								大穂 オオホ		275		１２Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		242		ニュートリノ機械室(１)

								東海 トウカイ		52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ								大穂 オオホ		276		ＤＲ電源棟 デンゲン トウ														大穂		243		ニュートリノ機械室(２)

								東海 トウカイ		54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ								大穂 オオホ		277		ＤＲ機械棟 キカイ トウ														大穂		244		ニュートリノ電源棟

								東海 トウカイ		56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ								大穂 オオホ		278		Ｍ２－２機械棟 キカイ トウ														大穂		247		超伝導リニアック試験施設棟

								東海 トウカイ		66		加速器運転準備棟 カソクキ ウンテン ジュンビ トウ								大穂 オオホ		279		Ｍ４－２機械棟 キカイ トウ														大穂		248		超伝導リニアック試験施設棟機械棟

																																						大穂		253		回路倉庫

																																						大穂		254		ブースター第２電源棟

																																						大穂		255		構造生物実験準備棟

																																						大穂		258		ニュートリノ展示室

																																						大穂 オオホ		265		超伝導リニアック試験施設棟コンプレッサー棟 チョウデンドウ シケン シセツ ムネ ムネ

																																						大穂 オオホ		266		ターゲット保管棟

																																						大穂 オオホ		267		電解研磨外部設備棟

																																						大穂 オオホ		268		電解研磨保管庫

																																						大穂 オオホ		280		超伝導加速器利用促進化推進棟 チョウデンドウ カソクキ リヨウ ソクシンカ スイシントウ

																																						大穂 オオホ		285		超伝導加速器利用促進化推進棟コンプレッサー棟 ムネ





経年２５年整備金額（2017)

		基盤施設 キバン シセツ						研究者共通の研究環境 ケンキュウシャ キョウツウ ケンキュウ カンキョウ						ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ性の高い共通基盤 セイ タカ キョウツウ キバン						KEKB						PF						J-PARC						その他プロジェクト タ												起算年 キサン ネン		2017														（千円） センエン										棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ

		大穂		14		ＰＳ特高変電棟		大穂		11		第１工作棟		大穂		70		電子陽電子入射器棟		大穂		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		大穂		89		ＰＦ電源棟		東海		2		特高受電所 ショ		大穂		1		ＰＳ加速器準備棟				区分 クブン		団地 ダンチ		当番号 トウ バンゴウ		棟名称 ムネ メイショウ		建築面積 ケンチク メンセキ		建築年 ケンチク ネン		構造 コウゾウ		地上
階 チジョウ カイ		地下
階 チカ カイ		百年間の修理費 ヒャクネン カン シュウリヒ		百年間の更新費 ヒャク ネンカン コウシンヒ		1年間のm2当り修理費 ネンカン ア シュウリヒ		1年間のm2当り更新費 ネンカン ア コウシンヒ						14		ＰＳ特高変電棟		213		1979		25		15.975		31.95		11		第１工作棟		571		1971		25		42.825		85.65		70		電子陽電子入射器棟		9525		1980		25		714.375		1428.75		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		571		1984		25		42.825		85.65		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		25		109.35		218.7		1		ＰＳ加速器準備棟		2930		1970		25		219.75		439.5

		大穂		38		食堂		大穂		12		計算機北棟		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		大穂		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		大穂		91		ＰＦ光源棟		東海		3		ＭＲ第３電源棟		大穂		5		ＰＳ北実験棟				I		大穂		49		管理棟		2510		1976		R		2		0		269,332		799,326		1		3						38		食堂		433		1975		25		32.475		64.95		12		計算機北棟		2080		1972		25		156		312		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		25		123.9		247.8		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		580		1984		25		43.5		87		91		ＰＦ光源棟		9317		1980		25		698.775		1397.55		5		ＰＳ北実験棟		415		1970		25		31.125		62.25

		大穂		49		管理棟		大穂		23		ブースター電源棟		大穂		108		ＡＲ特高変電棟		大穂		127		ＭＲ・９ＳＭ５補助機械棟		大穂		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		東海		4		ＭＲ第２機械棟		大穂		6		Ｓ－１変電棟				IS		大穂		59		研究本館		2762		1978		R		3		0		333,346		989,306		1		4						49		管理棟		2510		1976		25		188.25		376.5		23		ブースター電源棟		256		1972		25		19.2		38.4		108		ＡＲ特高変電棟		347		1983		25		26.025		52.05		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		178		1984		25		13.35		26.7		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		283		1983		25		21.225		42.45		6		Ｓ－１変電棟		154		1970		25		11.55		23.1

		大穂		50		更衣室		大穂		25		第１低温棟								大穂		128		ＭＲ・９ＳＭ６補助機械棟		大穂		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		東海		5		ＭＲ第２搬入棟		大穂		8		ＰＳ補助機械棟				PI		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		R		2		0		177,532		768,828		1		6						50		更衣室		14		1976		25		1.05		2.1		25		第１低温棟		160		1972		25		12		24						11524				計 ケイ		864.3		1728.6		134		富士実験棟		1840		1984		25		138		276		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		1453		1983		25		108.975		217.95		8		ＰＳ補助機械棟		190		1971		25		14.25		28.5

		大穂		53		管理棟車庫		大穂		26		高圧ガス第１貯蔵棟								大穂		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		大穂		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		東海 トウカイ		6		RNB実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ				K		大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		S		1		0		134,468		473,944		1		3						53		管理棟車庫		155		1977		25		11.625		23.25		26		高圧ガス第１貯蔵棟		80		1972		25		6		12																136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		25		125.925		251.85		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		1625		1983		25		121.875		243.75		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ		1564		1971		25		117.3		234.6

		大穂		98		職員会館		大穂		28		１号館								大穂		134		富士実験棟		大穂		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		東海 トウカイ		7		ＭＲ第１搬入棟 ダイ ハンニュウトウ		大穂		21		ＰＳ第１補助電源棟				P		大穂		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		RS		1		0		102,617		350,521		1		2						98		職員会館		709		1981		25		53.175		106.35		30		精密試験棟		108		1973		25		8.1		16.2																137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		2271		1984		25		170.325		340.65		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		1413		1983		25		105.975		211.95		21		ＰＳ第１補助電源棟		107		1972		25		8.025		16.05

		大穂		130		中央受電棟		大穂		30		精密試験棟								大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		大穂		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		東海 トウカイ		8		ＭＲ第３機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		22		ＰＳ第４補助電源棟				J		東海		4		ＭＲ第２機械棟		713		2005		R		1		0		59,168		257,114		1		4						130		中央受電棟		293		1984		25		21.975		43.95		39		ＲＩ実験準備棟		51		1975		25		3.825		7.65																138		筑波実験棟		1666		1984		25		124.95		249.9		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		1542		1983		25		115.65		231.3		22		ＰＳ第４補助電源棟		149		1972		25		11.175		22.35

		大穂		194		体育館		大穂		34		２号館								大穂		137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		大穂		221		ＡＲ低温実験棟		東海 トウカイ		9		ハドロン搬入棟 ハンニュウトウ		大穂		24		ＰＳ物理第１低温棟				E		大穂		121		先端加速器試験棟		6007		1983		S		1		0		1,287,470		2,141,072		3		4						194		体育館		1057		1988		25		79.275		158.55		54		工作棟材料倉庫		128		1977		25		9.6		19.2																140		富士物理ボンベ保管庫		36		1984		25		2.7		5.4		221		ＡＲ低温実験棟		90		1982		25		6.75		13.5		24		ＰＳ物理第１低温棟		275		1972		25		20.625		41.25

		大穂		260		国際交流センター		大穂		39		ＲＩ実験準備棟								大穂		138		筑波実験棟		大穂		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		東海		15		ハドロン第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		27		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ																								平均値 ヘイキンチ		1		4						53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		90		1990		25		6.75		13.5		57		放射化物加工棟		213		1978		25		15.975		31.95																141		富士第１コンプレッサー棟		121		1984		25		9.075		18.15		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		24		1983		25		1.8		3.6		29		北カウンターホール実験準備棟		428		1973		25		32.1		64.2

		大穂 オオホ		264		職員集会室 ショクイン シュウカイシツ		大穂		54		工作棟材料倉庫								大穂		140		富士物理ボンベ保管庫		大穂		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		東海		16		ハドロン第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		29		北カウンターホール実験準備棟																								平均値(基盤） ヘイキンチ キバン		1		3						55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		220		1975		25		16.5		33		90		電子陽電子入射器コントロール棟		1257		1980		25		94.275		188.55																145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		1679		1985		25		125.925		251.85		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		31		ＰＳ第２補助電源棟		107		1973		25		8.025		16.05

		大穂 オオホ		270		納品検収センター車庫 ノウヒン ケンシュウ シャコ		大穂		57		放射化物加工棟								大穂		141		富士第１コンプレッサー棟		大穂		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		東海		17		ハドロン第２機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		31		ＰＳ第２補助電源棟																								平均値（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） ヘイキンチ		1		4										5694				計 ケイ		427.05		854.1		92		放射線管理棟		465		1980		25		34.875		69.75																146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		2271		1985		25		170.325		340.65		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		35		ＰＳパルス第１電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		大穂		59		研究本館								大穂		145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		大穂		229		ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟		東海		18		ハドロン実験ホール ジッケン		大穂		35		ＰＳパルス第１電源棟																																																93		放射性廃棄物２保管棟		294		1980		25		22.05		44.1																147		筑波第１コンプレッサー棟		121		1985		25		9.075		18.15						17253				計 ケイ		1293.975		2587.95		36		ＰＳパルス第２電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		大穂		90		電子陽電子入射器コントロール棟								大穂		146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		大穂		231		ＰＦ実験準備棟		東海		19		ＭＲ第２電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		36		ＰＳパルス第２電源棟																																																99		電子放射性廃水処理棟		213		1981		25		15.975		31.95																148		日光実験棟		1968		1985		25		147.6		295.2																37		ＰＳパルス第３電源棟		36		1974		25		2.7		5.4

								大穂		92		放射線管理棟								大穂		147		筑波第１コンプレッサー棟		大穂		233		ＰＦ－ＡＲ実験準備棟		東海		20		ＭＲ第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		37		ＰＳパルス第３電源棟																																																101		第２工作棟		875		1982		25		65.625		131.25																149		大穂実験棟		2021		1985		25		151.575		303.15																40		ＰＳ第３補助電源棟		119		1975		25		8.925		17.85

								大穂		93		放射性廃棄物２保管棟								大穂		148		日光実験棟		大穂		257		ＰＦ－ＡＲ北西実験棟		東海		21		ＭＲ第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		40		ＰＳ第３補助電源棟																																																102		第２低温棟		894		1982		25		67.05		134.1																151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																43		ＰＳ第１ポンプ室		307		1975		25		23.025		46.05

								大穂		99		電子放射性廃水処理棟								大穂		149		大穂実験棟		大穂		262		ＰＦ－ＡＲ共同研究棟		東海		24		ヘリウム回収機械棟 カイシュウ キカイ トウ		大穂		43		ＰＳ第１ポンプ室																																																103		第３工作棟		210		1982		25		15.75		31.5																154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																45		加速器試験実験棟		320		1976		25		24		48

								大穂		101		第２工作棟								大穂		151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		大穂 オオホ		281		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ１機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		27		ニュートリノ第１設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		45		加速器試験実験棟																																																104		高圧ガス第２貯蔵棟		252		1982		25		18.9		37.8																155		ＭＲ・Ｄ３電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																52		中性子中間子ビームライン制御棟		320		1977		25		24		48

								大穂		102		第２低温棟								大穂		152		ＭＲ・１２ＳＭ７補助機械棟		大穂 オオホ		282		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ２機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		28		ニュートリノ入域管理棟 ハイ イキ カンリ トウ		大穂		52		中性子中間子ビームライン制御棟																																																106		ＰＦ研究棟		841		1982		25		63.075		126.15																158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																56		超伝導・低温・真空実験棟		1068		1978		25		80.1		160.2

								大穂		103		第３工作棟								大穂		153		ＭＲ・１２ＳＭ８補助機械棟		大穂 オオホ		283		ＰＦ－ＡＲ直接入射路制御機器第１収納庫 チョクセツ ニュウシャ ロ セイギョ キキ ダイ シュウノウコ		東海		29		ニュートリノ第２設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		56		超伝導・低温・真空実験棟																																																107		電子陽電子加速器コントロール棟		2513		1983		25		188.475		376.95																159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																58		ＰＳリニアック高周波実験棟		99		1978		25		7.425		14.85

								大穂		104		高圧ガス第２貯蔵棟								大穂		154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		大穂 オオホ		284		ＰＦ－ＡＲ直接入射路第２制御棟 チョクセツ ニュウシャ ロ ダイ セイギョ トウ		東海		30		ニュートリノターゲットステーション棟 ムネ		大穂		58		ＰＳリニアック高周波実験棟																																																118		化学実験棟		789		1983		25		59.175		118.35																160		日光特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																60		ＰＳ物理第２収納庫		340		1978		25		25.5		51

								大穂		106		ＰＦ研究棟								大穂		155		ＭＲ・Ｄ３電源棟								東海		31		ニュートリノ第３設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		60		ＰＳ物理第２収納庫																																																119		化学薬品庫		90		1983		25		6.75		13.5																161		大穂特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																61		ＰＳ市水ポンプ室		26		1979		25		1.95		3.9

								大穂		107		電子陽電子加速器コントロール棟								大穂		156		ＭＲ・３ＳＭ１補助機械棟								東海		32		ニュートリノモニター棟 ムネ		大穂		61		ＰＳ市水ポンプ室																																																120		実験廃液処理棟		306		1983		25		22.95		45.9																163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟		2698		1986		25		202.35		404.7																63		先端計測実験棟		3566		1979		25		267.45		534.9

								大穂		118		化学実験棟								大穂		157		ＭＲ・３ＳＭ２補助機械棟								東海		33		ニュートリノ実験準備棟 ジッケン ジュンビ ムネ		大穂		63		先端計測実験棟																																																124		放射性廃棄物３保管棟		587		1983		25		44.025		88.05																164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																86		ＰＳ第３ポンプ室		112		1980		25		8.4		16.8

								大穂		119		化学薬品庫								大穂		158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟								東海		34		ニュートリノモニター設備棟 セツビ ムネ		大穂		86		ＰＳ第３ポンプ室																																																132		放射線照射棟		351		1984		25		26.325		52.65																166		ＭＲ・Ｄ４電源棟		1679		1986		25		125.925		251.85																95		加速器南実験棟		683		1981		25		51.225		102.45

								大穂		120		実験廃液処理棟								大穂		159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟								東海		35		ハドロン実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		95		加速器南実験棟																																																133		放射性試料測定棟		872		1984		25		65.4		130.8																167		ＭＲ・Ｄ５電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																96		偏極陽子機械棟		153		1981		25		11.475		22.95

								大穂		124		放射性廃棄物３保管棟								大穂		160		日光特高変電棟								東海		37		長尺ビームライン棟 チョウジャク トウ		大穂		96		偏極陽子機械棟												現在の未整備積み残し金額 ゲンザイ ミセイビ ツ ノコ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												150		計算機南棟		1773		1985		25		132.975		265.95																168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟		209		1986		25		15.675		31.35																100		ＰＳ物理第３収納庫		342		1982		25		25.65		51.3

								大穂		132		放射線照射棟								大穂		161		大穂特高変電棟								東海		39		ハドロン入出管理棟 イリデ カンリ トウ		大穂		100		ＰＳ物理第３収納庫				区分 クブン						経年25年以上の面積 ケイネン ネン イジョウ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												180		先端薄膜ターゲット開発棟		216		1986		25		16.2		32.4																169		ＭＲ・Ｄ６電源棟		506		1986		25		37.95		75.9																114		先端計測開発棟		826		1983		25		61.95		123.9

								大穂		133		放射性試料測定棟								大穂		163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟								東海 トウカイ		44		ハドロンK1.8BR測定棟 ソクテイ トウ		大穂		114		先端計測開発棟				I						5,694		427.05		854.1		1,281		6,231		25,032																												181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫		15		1986		25		1.125		2.25																170		富士ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																121		先端加速器試験棟		6007		1983		25		450.525		901.05

								大穂		150		計算機南棟								大穂		164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟								東海 トウカイ		45		ハドロンK1.8測定機械棟 ソクテイ キカイ トウ		大穂		121		先端加速器試験棟				IS						21,998		1649.85		3299.7		4,950																																182		実験廃液処理棟・薬品庫		15		1986		25		1.125		2.25																171		日光コンプレッサー棟		121		1986		25		9.075		18.15																131		ヘリウム機械棟		100		1984		25		7.5		15

								大穂		180		先端薄膜ターゲット開発棟								大穂		166		ＭＲ・Ｄ４電源棟								東海 トウカイ		46		ニュートリノミューオンモニター棟 トウ		大穂		131		ヘリウム機械棟				PI						11,524		864.3		1728.6		2,593		18,801																														184		物品管理庫		459		1987		25		34.425		68.85																172		日光ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																139		南実験準備棟		589		1984		25		44.175		88.35

								大穂		181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫								大穂		167		ＭＲ・Ｄ５電源棟								東海 トウカイ		60		革新型蓄電池実験棟 カクシンガタ チクデンチ ジッケントウ		大穂		139		南実験準備棟				K						29,040		2178		4356		6,534																																188		放射線モニター第８監視所		13		1988		25		0.975		1.95																173		日光ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																142		ＰＳキッカー電源棟		80		1984		25		6		12

								大穂		182		実験廃液処理棟・薬品庫								大穂		168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟								東海 トウカイ		61		ヘリウム液化機棟 エキカ キ トウ		大穂		142		ＰＳキッカー電源棟				P						17,253		1293.975		2587.95		3,882																																195		３号館		1454		1989		25		109.05		218.1																174		筑波ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																143		５００ＭｅＶライン電源棟		158		1984		25		11.85		23.7

								大穂		184		物品管理庫								大穂		169		ＭＲ・Ｄ６電源棟								東海 トウカイ		62		ハドロン南実験棟 ミナミ ジッケントウ		大穂		143		５００ＭｅＶライン電源棟				J						0		0		0		0																																225		放射線モニター第５監視所		9		1985		25		0.675		1.35																175		筑波ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ		50		1985		25		3.75		7.5

								大穂		188		放射線モニター第８監視所								大穂		170		富士ガス混合棟								東海 トウカイ		63		ハドロン第1圧縮機棟 ダイ アッシュクキ トウ		大穂		179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ				E						25,745		1930.875		3861.75		5,793																																226		放射線モニター第６監視所		9		1985		25		0.675		1.35																176		大穂第１コンプレッサー棟		189		1986		25		14.175		28.35																189		４０ＭｅＶライン電源棟		89		1988		25		6.675		13.35

								大穂		195		３号館								大穂		171		日光コンプレッサー棟								東海 トウカイ		64		ハドロン第３機械棟 ダイ キカイ トウ		大穂		189		４０ＭｅＶライン電源棟										※200m2以下も含む イカ フク																																						227		放射線モニター第７監視所		9		1985		25		0.675		1.35																177		大穂ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																193		ヘリウム回収棟		48		1988		25		3.6		7.2

								大穂		225		放射線モニター第５監視所								大穂		172		日光ガス混合棟								東海 トウカイ		65		ハドロン放射化物保管棟 ホウシャカ ブツ ホカン トウ		大穂		193		ヘリウム回収棟																																																228		放射性廃棄物４保管棟		211		1992		25		15.825		31.65																178		大穂ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																196		北カウンターホール		3276		1989		25		245.7		491.4

								大穂		226		放射線モニター第６監視所								大穂		173		日光ボンベ保管庫								東海 トウカイ		67		ＭＲ第４電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		196		北カウンターホール																																																50		1号館 ゴウカン		2035		1976		25		152.625		305.25																186		電子陽電子加速器実験準備棟		254		1988		25		19.05		38.1																197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟		234		1989		25		17.55		35.1

								大穂		227		放射線モニター第７監視所								大穂		174		筑波ガス混合棟								東海 トウカイ		68		ＭＲ第５電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟												整備積み金額 セイビ ツ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												51		1号館アネックス ゴウカン		18		1976		25		1.35		2.7																187		日光ポンプ室		59		1988		25		4.425		8.85																200		ＰＳ井水ポンプ室		48		1989		25		3.6		7.2

								大穂		228		放射性廃棄物４保管棟								大穂		175		筑波ボンベ保管庫								東海 トウカイ		69		ＭＲ第６電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		200		ＰＳ井水ポンプ室				区分 クブン				修理済面積 シュウリ ズミ メンセキ		更新済面積 コウシン ズミ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ		997		1970		25		74.775		149.55																192		日光高圧ガス貯蔵棟		122		1988		25		9.15		18.3																201		静電型貯蔵リング		71		1990		25		5.325		10.65

								大穂		235		第３低温棟								大穂		176		大穂第１コンプレッサー棟														大穂		201		静電型貯蔵リング				I				5694		0		162.2744912842		0		162		1,532		4,994																												54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ		93		1987		25		6.975		13.95																199		富士加速器ボンベ保管庫		10		1989		25		0.75		1.5																206		薬品庫		11		1971		25		0.825		1.65

								大穂		241		溶接作業棟								大穂		177		大穂ガス混合棟														大穂		206		薬品庫				IS				21998		8,783		626.9255811856		742.8674821636		1,370																																56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ		216		1988		25		16.2		32.4																202		筑波第２コンプレッサー棟		71		1990		25		5.325		10.65																207		高圧ガスボンベ格納庫		5		1977		25		0.375		0.75

								大穂		245		放射化物使用棟								大穂		178		大穂ボンベ保管庫														大穂		207		高圧ガスボンベ格納庫				PI				11524		0		367.3515628365		0		367		3,462																																		21998				計 ケイ		1649.85		3299.7																203		富士第２コンプレッサー棟		71		1990		25		5.325		10.65																212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ		77		1980		25		5.775		11.55

								大穂		246		４号館								大穂		186		電子陽電子加速器実験準備棟														大穂		212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ				K				29236		0		931.958546606		0		932																																																												204		加速器小保管棟		15		1990		25		1.125		2.25																214		ＰＳ第１ボンベ保管庫		9		1981		25		0.675		1.35

								大穂		249		低温機器収納庫								大穂		187		日光ポンプ室														大穂		214		ＰＳ第１ボンベ保管庫				P				18638		0		594.1251673157		0		594																																																																29040				計 ケイ		2178		4356																215		ＰＳ第２ボンベ保管庫		8		1981		25		0.6		1.2

								大穂		250		第４低温棟								大穂		192		日光高圧ガス貯蔵棟														大穂		215		ＰＳ第２ボンベ保管庫				J						0		0		0		0																																																																																								216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ		37		1981		25		2.775		5.55

								大穂		251		熱中性子標準棟								大穂		199		富士加速器ボンベ保管庫														大穂		216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ				E				29,236		6,948		931.958546606		636.6710806202		1,569																																																																																								217		薬注庫		10		1981		25		0.75		1.5

								大穂		252		第４低温棟電源収納庫								大穂		202		筑波第２コンプレッサー棟														大穂		217		薬注庫										※200m2以下も含む イカ フク																																																																																														218		発生材保管庫		26		1981		25		1.95		3.9

								大穂		256		油脂庫								大穂		203		富士第２コンプレッサー棟														大穂		218		発生材保管庫																																																																																																								219		都市ガス第２減圧装置格納庫		8		1982		25		0.6		1.2

								大穂		261		窒素コンプレッサー室								大穂		204		加速器小保管棟														大穂		219		都市ガス第２減圧装置格納庫																																																																																																								220		荷電変換電源棟		80		1982		25		6		12

								大穂		263		PS廃水処理施設内ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ倉庫								大穂		230		Ｄ７高周波実験棟														大穂		220		荷電変換電源棟																																																																																																												25745				計 ケイ		1930.875		3861.75

								大穂 オオホ		269		ヘリウム貯蔵庫 チョゾウコ								大穂		259		ＫＥＫＢ展示室														大穂		232		都市ガス第３減圧装置格納庫

								東海		1		中央制御棟								大穂 オオホ		271		ＱＣＳコンプレッサー棟 トウ														大穂		236		ＥＲＬ開発棟ヘリウム回収容器保管庫 カイハツ トウ

								東海		36		放射線測定棟 ホウシャセン ソクテイ トウ								大穂 オオホ		272		３Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		238		物理共通小実験準備棟

								東海		38		設備管理棟 セツビ カンリトウ								大穂 オオホ		273		６Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		239		分散隔離制御室６ＬＣ３

								東海 トウカイ		50		1号館 ゴウカン								大穂 オオホ		274		９Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		240		分散隔離制御室６ＬＣ４

								東海 トウカイ		51		1号館アネックス ゴウカン								大穂 オオホ		275		１２Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		242		ニュートリノ機械室(１)

								東海 トウカイ		52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ								大穂 オオホ		276		ＤＲ電源棟 デンゲン トウ														大穂		243		ニュートリノ機械室(２)

								東海 トウカイ		54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ								大穂 オオホ		277		ＤＲ機械棟 キカイ トウ														大穂		244		ニュートリノ電源棟

								東海 トウカイ		56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ								大穂 オオホ		278		Ｍ２－２機械棟 キカイ トウ														大穂		247		超伝導リニアック試験施設棟

								東海 トウカイ		66		加速器運転準備棟 カソクキ ウンテン ジュンビ トウ								大穂 オオホ		279		Ｍ４－２機械棟 キカイ トウ														大穂		248		超伝導リニアック試験施設棟機械棟

																																						大穂		253		回路倉庫

																																						大穂		254		ブースター第２電源棟

																																						大穂		255		構造生物実験準備棟

																																						大穂		258		ニュートリノ展示室

																																						大穂 オオホ		265		超伝導リニアック試験施設棟コンプレッサー棟 チョウデンドウ シケン シセツ ムネ ムネ

																																						大穂 オオホ		266		ターゲット保管棟

																																						大穂 オオホ		267		電解研磨外部設備棟

																																						大穂 オオホ		268		電解研磨保管庫

																																						大穂 オオホ		280		超伝導加速器利用促進化推進棟 チョウデンドウ カソクキ リヨウ ソクシンカ スイシントウ

																																						大穂 オオホ		285		超伝導加速器利用促進化推進棟コンプレッサー棟 ムネ





経年２５年整備金額（2018)

		基盤施設 キバン シセツ						研究者共通の研究環境 ケンキュウシャ キョウツウ ケンキュウ カンキョウ						ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ性の高い共通基盤 セイ タカ キョウツウ キバン						KEKB						PF						J-PARC						その他プロジェクト タ												起算年 キサン ネン		2018														（千円） センエン										棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ

		大穂		14		ＰＳ特高変電棟		大穂		11		第１工作棟		大穂		70		電子陽電子入射器棟		大穂		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		大穂		89		ＰＦ電源棟		東海		2		特高受電所 ショ		大穂		1		ＰＳ加速器準備棟				区分 クブン		団地 ダンチ		当番号 トウ バンゴウ		棟名称 ムネ メイショウ		建築面積 ケンチク メンセキ		建築年 ケンチク ネン		構造 コウゾウ		地上
階 チジョウ カイ		地下
階 チカ カイ		百年間の修理費 ヒャクネン カン シュウリヒ		百年間の更新費 ヒャク ネンカン コウシンヒ		1年間のm2当り修理費 ネンカン ア シュウリヒ		1年間のm2当り更新費 ネンカン ア コウシンヒ						14		ＰＳ特高変電棟		213		1979		25		15.975		31.95		11		第１工作棟		571		1971		25		42.825		85.65		70		電子陽電子入射器棟		9525		1980		25		714.375		1428.75		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		571		1984		25		42.825		85.65		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		25		109.35		218.7		1		ＰＳ加速器準備棟		2930		1970		25		219.75		439.5

		大穂		38		食堂		大穂		12		計算機北棟		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		大穂		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		大穂		91		ＰＦ光源棟		東海		3		ＭＲ第３電源棟		大穂		5		ＰＳ北実験棟				I		大穂		49		管理棟		2510		1976		R		2		0		269,332		799,326		1		3						38		食堂		433		1975		25		32.475		64.95		12		計算機北棟		2080		1972		25		156		312		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		25		123.9		247.8		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		580		1984		25		43.5		87		91		ＰＦ光源棟		9317		1980		25		698.775		1397.55		5		ＰＳ北実験棟		415		1970		25		31.125		62.25

		大穂		49		管理棟		大穂		23		ブースター電源棟		大穂		108		ＡＲ特高変電棟		大穂		127		ＭＲ・９ＳＭ５補助機械棟		大穂		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		東海		4		ＭＲ第２機械棟		大穂		6		Ｓ－１変電棟				IS		大穂		59		研究本館		2762		1978		R		3		0		333,346		989,306		1		4						49		管理棟		2510		1976		25		188.25		376.5		23		ブースター電源棟		256		1972		25		19.2		38.4		108		ＡＲ特高変電棟		347		1983		25		26.025		52.05		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		178		1984		25		13.35		26.7		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		283		1983		25		21.225		42.45		6		Ｓ－１変電棟		154		1970		25		11.55		23.1

		大穂		50		更衣室		大穂		25		第１低温棟								大穂		128		ＭＲ・９ＳＭ６補助機械棟		大穂		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		東海		5		ＭＲ第２搬入棟		大穂		8		ＰＳ補助機械棟				PI		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		R		2		0		177,532		768,828		1		6						50		更衣室		14		1976		25		1.05		2.1		25		第１低温棟		160		1972		25		12		24						11524				計 ケイ		864.3		1728.6		134		富士実験棟		1840		1984		25		138		276		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		1453		1983		25		108.975		217.95		8		ＰＳ補助機械棟		190		1971		25		14.25		28.5

		大穂		53		管理棟車庫		大穂		26		高圧ガス第１貯蔵棟								大穂		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		大穂		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		東海 トウカイ		6		RNB実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ				K		大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		S		1		0		134,468		473,944		1		3						53		管理棟車庫		155		1977		25		11.625		23.25		26		高圧ガス第１貯蔵棟		80		1972		25		6		12																136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		25		125.925		251.85		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		1625		1983		25		121.875		243.75		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ		1564		1971		25		117.3		234.6

		大穂		98		職員会館		大穂		28		１号館								大穂		134		富士実験棟		大穂		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		東海 トウカイ		7		ＭＲ第１搬入棟 ダイ ハンニュウトウ		大穂		21		ＰＳ第１補助電源棟				P		大穂		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		RS		1		0		102,617		350,521		1		2						98		職員会館		709		1981		25		53.175		106.35		30		精密試験棟		108		1973		25		8.1		16.2																137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		2271		1984		25		170.325		340.65		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		1413		1983		25		105.975		211.95		21		ＰＳ第１補助電源棟		107		1972		25		8.025		16.05

		大穂		130		中央受電棟		大穂		30		精密試験棟								大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		大穂		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		東海 トウカイ		8		ＭＲ第３機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		22		ＰＳ第４補助電源棟				J		東海		4		ＭＲ第２機械棟		713		2005		R		1		0		59,168		257,114		1		4						130		中央受電棟		293		1984		25		21.975		43.95		39		ＲＩ実験準備棟		51		1975		25		3.825		7.65																138		筑波実験棟		1666		1984		25		124.95		249.9		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		1542		1983		25		115.65		231.3		22		ＰＳ第４補助電源棟		149		1972		25		11.175		22.35

		大穂		194		体育館		大穂		34		２号館								大穂		137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		大穂		221		ＡＲ低温実験棟		東海 トウカイ		9		ハドロン搬入棟 ハンニュウトウ		大穂		24		ＰＳ物理第１低温棟				E		大穂		121		先端加速器試験棟		6007		1983		S		1		0		1,287,470		2,141,072		3		4						194		体育館		1057		1988		25		79.275		158.55		54		工作棟材料倉庫		128		1977		25		9.6		19.2																140		富士物理ボンベ保管庫		36		1984		25		2.7		5.4		221		ＡＲ低温実験棟		90		1982		25		6.75		13.5		24		ＰＳ物理第１低温棟		275		1972		25		20.625		41.25

		大穂		260		国際交流センター		大穂		39		ＲＩ実験準備棟								大穂		138		筑波実験棟		大穂		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		東海		15		ハドロン第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		27		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ																								平均値 ヘイキンチ		1		4						53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		90		1990		25		6.75		13.5		57		放射化物加工棟		213		1978		25		15.975		31.95																141		富士第１コンプレッサー棟		121		1984		25		9.075		18.15		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		24		1983		25		1.8		3.6		29		北カウンターホール実験準備棟		428		1973		25		32.1		64.2

		大穂 オオホ		264		職員集会室 ショクイン シュウカイシツ		大穂		54		工作棟材料倉庫								大穂		140		富士物理ボンベ保管庫		大穂		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		東海		16		ハドロン第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		29		北カウンターホール実験準備棟																								平均値(基盤） ヘイキンチ キバン		1		3						55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		220		1975		25		16.5		33		90		電子陽電子入射器コントロール棟		1257		1980		25		94.275		188.55																145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		1679		1985		25		125.925		251.85		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		31		ＰＳ第２補助電源棟		107		1973		25		8.025		16.05

		大穂 オオホ		270		納品検収センター車庫 ノウヒン ケンシュウ シャコ		大穂		57		放射化物加工棟								大穂		141		富士第１コンプレッサー棟		大穂		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		東海		17		ハドロン第２機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		31		ＰＳ第２補助電源棟																								平均値（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） ヘイキンチ		1		4										5694				計 ケイ		427.05		854.1		92		放射線管理棟		465		1980		25		34.875		69.75																146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		2271		1985		25		170.325		340.65		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		35		ＰＳパルス第１電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		大穂		59		研究本館								大穂		145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		大穂		229		ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟		東海		18		ハドロン実験ホール ジッケン		大穂		35		ＰＳパルス第１電源棟																																																93		放射性廃棄物２保管棟		294		1980		25		22.05		44.1																147		筑波第１コンプレッサー棟		121		1985		25		9.075		18.15		229		ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟		298		1993		25		22.35		44.7		36		ＰＳパルス第２電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		大穂		90		電子陽電子入射器コントロール棟								大穂		146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		大穂		231		ＰＦ実験準備棟		東海		19		ＭＲ第２電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		36		ＰＳパルス第２電源棟																																																99		電子放射性廃水処理棟		213		1981		25		15.975		31.95																148		日光実験棟		1968		1985		25		147.6		295.2		231		ＰＦ実験準備棟		1087		1993		25		81.525		163.05		37		ＰＳパルス第３電源棟		36		1974		25		2.7		5.4

								大穂		92		放射線管理棟								大穂		147		筑波第１コンプレッサー棟		大穂		233		ＰＦ－ＡＲ実験準備棟		東海		20		ＭＲ第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		37		ＰＳパルス第３電源棟																																																101		第２工作棟		875		1982		25		65.625		131.25																149		大穂実験棟		2021		1985		25		151.575		303.15						18638				計 ケイ		1397.85		2795.7		40		ＰＳ第３補助電源棟		119		1975		25		8.925		17.85

								大穂		93		放射性廃棄物２保管棟								大穂		148		日光実験棟		大穂		257		ＰＦ－ＡＲ北西実験棟		東海		21		ＭＲ第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		40		ＰＳ第３補助電源棟																																																102		第２低温棟		894		1982		25		67.05		134.1																151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																43		ＰＳ第１ポンプ室		307		1975		25		23.025		46.05

								大穂		99		電子放射性廃水処理棟								大穂		149		大穂実験棟		大穂		262		ＰＦ－ＡＲ共同研究棟		東海		24		ヘリウム回収機械棟 カイシュウ キカイ トウ		大穂		43		ＰＳ第１ポンプ室																																																103		第３工作棟		210		1982		25		15.75		31.5																154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																45		加速器試験実験棟		320		1976		25		24		48

								大穂		101		第２工作棟								大穂		151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		大穂 オオホ		281		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ１機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		27		ニュートリノ第１設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		45		加速器試験実験棟																																																104		高圧ガス第２貯蔵棟		252		1982		25		18.9		37.8																155		ＭＲ・Ｄ３電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																52		中性子中間子ビームライン制御棟		320		1977		25		24		48

								大穂		102		第２低温棟								大穂		152		ＭＲ・１２ＳＭ７補助機械棟		大穂 オオホ		282		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ２機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		28		ニュートリノ入域管理棟 ハイ イキ カンリ トウ		大穂		52		中性子中間子ビームライン制御棟																																																106		ＰＦ研究棟		841		1982		25		63.075		126.15																158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																56		超伝導・低温・真空実験棟		1068		1978		25		80.1		160.2

								大穂		103		第３工作棟								大穂		153		ＭＲ・１２ＳＭ８補助機械棟		大穂 オオホ		283		ＰＦ－ＡＲ直接入射路制御機器第１収納庫 チョクセツ ニュウシャ ロ セイギョ キキ ダイ シュウノウコ		東海		29		ニュートリノ第２設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		56		超伝導・低温・真空実験棟																																																107		電子陽電子加速器コントロール棟		2513		1983		25		188.475		376.95																159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																58		ＰＳリニアック高周波実験棟		99		1978		25		7.425		14.85

								大穂		104		高圧ガス第２貯蔵棟								大穂		154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		大穂 オオホ		284		ＰＦ－ＡＲ直接入射路第２制御棟 チョクセツ ニュウシャ ロ ダイ セイギョ トウ		東海		30		ニュートリノターゲットステーション棟 ムネ		大穂		58		ＰＳリニアック高周波実験棟																																																118		化学実験棟		789		1983		25		59.175		118.35																160		日光特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																60		ＰＳ物理第２収納庫		340		1978		25		25.5		51

								大穂		106		ＰＦ研究棟								大穂		155		ＭＲ・Ｄ３電源棟								東海		31		ニュートリノ第３設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		60		ＰＳ物理第２収納庫																																																119		化学薬品庫		90		1983		25		6.75		13.5																161		大穂特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																61		ＰＳ市水ポンプ室		26		1979		25		1.95		3.9

								大穂		107		電子陽電子加速器コントロール棟								大穂		156		ＭＲ・３ＳＭ１補助機械棟								東海		32		ニュートリノモニター棟 ムネ		大穂		61		ＰＳ市水ポンプ室																																																120		実験廃液処理棟		306		1983		25		22.95		45.9																163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟		2698		1986		25		202.35		404.7																63		先端計測実験棟		3566		1979		25		267.45		534.9

								大穂		118		化学実験棟								大穂		157		ＭＲ・３ＳＭ２補助機械棟								東海		33		ニュートリノ実験準備棟 ジッケン ジュンビ ムネ		大穂		63		先端計測実験棟																																																124		放射性廃棄物３保管棟		587		1983		25		44.025		88.05																164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																86		ＰＳ第３ポンプ室		112		1980		25		8.4		16.8

								大穂		119		化学薬品庫								大穂		158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟								東海		34		ニュートリノモニター設備棟 セツビ ムネ		大穂		86		ＰＳ第３ポンプ室																																																132		放射線照射棟		351		1984		25		26.325		52.65																166		ＭＲ・Ｄ４電源棟		1679		1986		25		125.925		251.85																95		加速器南実験棟		683		1981		25		51.225		102.45

								大穂		120		実験廃液処理棟								大穂		159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟								東海		35		ハドロン実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		95		加速器南実験棟																																																133		放射性試料測定棟		872		1984		25		65.4		130.8																167		ＭＲ・Ｄ５電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																96		偏極陽子機械棟		153		1981		25		11.475		22.95

								大穂		124		放射性廃棄物３保管棟								大穂		160		日光特高変電棟								東海		37		長尺ビームライン棟 チョウジャク トウ		大穂		96		偏極陽子機械棟												現在の未整備積み残し金額 ゲンザイ ミセイビ ツ ノコ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												150		計算機南棟		1773		1985		25		132.975		265.95																168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟		209		1986		25		15.675		31.35																100		ＰＳ物理第３収納庫		342		1982		25		25.65		51.3

								大穂		132		放射線照射棟								大穂		161		大穂特高変電棟								東海		39		ハドロン入出管理棟 イリデ カンリ トウ		大穂		100		ＰＳ物理第３収納庫				区分 クブン						経年25年以上の面積 ケイネン ネン イジョウ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												180		先端薄膜ターゲット開発棟		216		1986		25		16.2		32.4																169		ＭＲ・Ｄ６電源棟		506		1986		25		37.95		75.9																114		先端計測開発棟		826		1983		25		61.95		123.9

								大穂		133		放射性試料測定棟								大穂		163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟								東海 トウカイ		44		ハドロンK1.8BR測定棟 ソクテイ トウ		大穂		114		先端計測開発棟				I						5,694		427.05		854.1		1,281		6,231		25,388																												181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫		15		1986		25		1.125		2.25																170		富士ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																121		先端加速器試験棟		6007		1983		25		450.525		901.05

								大穂		150		計算機南棟								大穂		164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟								東海 トウカイ		45		ハドロンK1.8測定機械棟 ソクテイ キカイ トウ		大穂		121		先端加速器試験棟				IS						21,998		1649.85		3299.7		4,950																																182		実験廃液処理棟・薬品庫		15		1986		25		1.125		2.25																171		日光コンプレッサー棟		121		1986		25		9.075		18.15																131		ヘリウム機械棟		100		1984		25		7.5		15

								大穂		180		先端薄膜ターゲット開発棟								大穂		166		ＭＲ・Ｄ４電源棟								東海 トウカイ		46		ニュートリノミューオンモニター棟 トウ		大穂		131		ヘリウム機械棟				PI						11,524		864.3		1728.6		2,593		19,157																														184		物品管理庫		459		1987		25		34.425		68.85																172		日光ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																139		南実験準備棟		589		1984		25		44.175		88.35

								大穂		181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫								大穂		167		ＭＲ・Ｄ５電源棟								東海 トウカイ		60		革新型蓄電池実験棟 カクシンガタ チクデンチ ジッケントウ		大穂		139		南実験準備棟				K						29,236		2192.7		4385.4		6,578																																188		放射線モニター第８監視所		13		1988		25		0.975		1.95																173		日光ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																142		ＰＳキッカー電源棟		80		1984		25		6		12

								大穂		182		実験廃液処理棟・薬品庫								大穂		168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟								東海 トウカイ		61		ヘリウム液化機棟 エキカ キ トウ		大穂		142		ＰＳキッカー電源棟				P						18,638		1397.85		2795.7		4,194																																195		３号館		1454		1989		25		109.05		218.1																174		筑波ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																143		５００ＭｅＶライン電源棟		158		1984		25		11.85		23.7

								大穂		184		物品管理庫								大穂		169		ＭＲ・Ｄ６電源棟								東海 トウカイ		62		ハドロン南実験棟 ミナミ ジッケントウ		大穂		143		５００ＭｅＶライン電源棟				J						0		0		0		0																																225		放射線モニター第５監視所		9		1985		25		0.675		1.35																175		筑波ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ		50		1985		25		3.75		7.5

								大穂		188		放射線モニター第８監視所								大穂		170		富士ガス混合棟								東海 トウカイ		63		ハドロン第1圧縮機棟 ダイ アッシュクキ トウ		大穂		179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ				E						25,745		1930.875		3861.75		5,793																																226		放射線モニター第６監視所		9		1985		25		0.675		1.35																176		大穂第１コンプレッサー棟		189		1986		25		14.175		28.35																189		４０ＭｅＶライン電源棟		89		1988		25		6.675		13.35

								大穂		195		３号館								大穂		171		日光コンプレッサー棟								東海 トウカイ		64		ハドロン第３機械棟 ダイ キカイ トウ		大穂		189		４０ＭｅＶライン電源棟										※200m2以下も含む イカ フク																																						227		放射線モニター第７監視所		9		1985		25		0.675		1.35																177		大穂ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																193		ヘリウム回収棟		48		1988		25		3.6		7.2

								大穂		225		放射線モニター第５監視所								大穂		172		日光ガス混合棟								東海 トウカイ		65		ハドロン放射化物保管棟 ホウシャカ ブツ ホカン トウ		大穂		193		ヘリウム回収棟																																																228		放射性廃棄物４保管棟		211		1992		25		15.825		31.65																178		大穂ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																196		北カウンターホール		3276		1989		25		245.7		491.4

								大穂		226		放射線モニター第６監視所								大穂		173		日光ボンベ保管庫								東海 トウカイ		67		ＭＲ第４電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		196		北カウンターホール																																																50		1号館 ゴウカン		2035		1976		25		152.625		305.25																186		電子陽電子加速器実験準備棟		254		1988		25		19.05		38.1																197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟		234		1989		25		17.55		35.1

								大穂		227		放射線モニター第７監視所								大穂		174		筑波ガス混合棟								東海 トウカイ		68		ＭＲ第５電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟												整備積み金額 セイビ ツ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												51		1号館アネックス ゴウカン		18		1976		25		1.35		2.7																187		日光ポンプ室		59		1988		25		4.425		8.85																200		ＰＳ井水ポンプ室		48		1989		25		3.6		7.2

								大穂		228		放射性廃棄物４保管棟								大穂		175		筑波ボンベ保管庫								東海 トウカイ		69		ＭＲ第６電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		200		ＰＳ井水ポンプ室				区分 クブン				修理済面積 シュウリ ズミ メンセキ		更新済面積 コウシン ズミ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ		997		1970		25		74.775		149.55																192		日光高圧ガス貯蔵棟		122		1988		25		9.15		18.3																201		静電型貯蔵リング		71		1990		25		5.325		10.65

								大穂		235		第３低温棟								大穂		176		大穂第１コンプレッサー棟														大穂		201		静電型貯蔵リング				I				5694		0				0		0		1,317		2,360																												54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ		93		1987		25		6.975		13.95																199		富士加速器ボンベ保管庫		10		1989		25		0.75		1.5																206		薬品庫		11		1971		25		0.825		1.65

								大穂		241		溶接作業棟								大穂		177		大穂ガス混合棟														大穂		206		薬品庫				IS				21998		8,783				1317.45		1,317																																56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ		216		1988		25		16.2		32.4																202		筑波第２コンプレッサー棟		71		1990		25		5.325		10.65																207		高圧ガスボンベ格納庫		5		1977		25		0.375		0.75

								大穂		245		放射化物使用棟								大穂		178		大穂ボンベ保管庫														大穂		207		高圧ガスボンベ格納庫				PI				11524		0				0		0		1,042																																		21998				計 ケイ		1649.85		3299.7																203		富士第２コンプレッサー棟		71		1990		25		5.325		10.65																212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ		77		1980		25		5.775		11.55

								大穂		246		４号館								大穂		186		電子陽電子加速器実験準備棟														大穂		212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ				K				29236		0				0		0																																																												204		加速器小保管棟		15		1990		25		1.125		2.25																214		ＰＳ第１ボンベ保管庫		9		1981		25		0.675		1.35

								大穂		249		低温機器収納庫								大穂		187		日光ポンプ室														大穂		214		ＰＳ第１ボンベ保管庫				P				18638		0				0		0																																																												230		Ｄ７高周波実験棟		196		1993		25		14.7		29.4																215		ＰＳ第２ボンベ保管庫		8		1981		25		0.6		1.2

								大穂		250		第４低温棟								大穂		192		日光高圧ガス貯蔵棟														大穂		215		ＰＳ第２ボンベ保管庫				J						0				0		0																																																																29236				計 ケイ		2192.7		4385.4																216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ		37		1981		25		2.775		5.55

								大穂		251		熱中性子標準棟								大穂		199		富士加速器ボンベ保管庫														大穂		216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ				E				25,745		6,948				1042.2		1,042																																																																																								217		薬注庫		10		1981		25		0.75		1.5

								大穂		252		第４低温棟電源収納庫								大穂		202		筑波第２コンプレッサー棟														大穂		217		薬注庫										※200m2以下も含む イカ フク																																																																																														218		発生材保管庫		26		1981		25		1.95		3.9

								大穂		256		油脂庫								大穂		203		富士第２コンプレッサー棟														大穂		218		発生材保管庫																																																																																																								219		都市ガス第２減圧装置格納庫		8		1982		25		0.6		1.2

								大穂		261		窒素コンプレッサー室								大穂		204		加速器小保管棟														大穂		219		都市ガス第２減圧装置格納庫																																																																																																								220		荷電変換電源棟		80		1982		25		6		12

								大穂		263		PS廃水処理施設内ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ倉庫								大穂		230		Ｄ７高周波実験棟														大穂		220		荷電変換電源棟																																																																																																												25745				計 ケイ		1930.875		3861.75

								大穂 オオホ		269		ヘリウム貯蔵庫 チョゾウコ								大穂		259		ＫＥＫＢ展示室														大穂		232		都市ガス第３減圧装置格納庫

								東海		1		中央制御棟								大穂 オオホ		271		ＱＣＳコンプレッサー棟 トウ														大穂		236		ＥＲＬ開発棟ヘリウム回収容器保管庫 カイハツ トウ

								東海		36		放射線測定棟 ホウシャセン ソクテイ トウ								大穂 オオホ		272		３Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		238		物理共通小実験準備棟

								東海		38		設備管理棟 セツビ カンリトウ								大穂 オオホ		273		６Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		239		分散隔離制御室６ＬＣ３

								東海 トウカイ		50		1号館 ゴウカン								大穂 オオホ		274		９Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		240		分散隔離制御室６ＬＣ４

								東海 トウカイ		51		1号館アネックス ゴウカン								大穂 オオホ		275		１２Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		242		ニュートリノ機械室(１)

								東海 トウカイ		52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ								大穂 オオホ		276		ＤＲ電源棟 デンゲン トウ														大穂		243		ニュートリノ機械室(２)

								東海 トウカイ		54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ								大穂 オオホ		277		ＤＲ機械棟 キカイ トウ														大穂		244		ニュートリノ電源棟

								東海 トウカイ		56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ								大穂 オオホ		278		Ｍ２－２機械棟 キカイ トウ														大穂		247		超伝導リニアック試験施設棟

								東海 トウカイ		66		加速器運転準備棟 カソクキ ウンテン ジュンビ トウ								大穂 オオホ		279		Ｍ４－２機械棟 キカイ トウ														大穂		248		超伝導リニアック試験施設棟機械棟

																																						大穂		253		回路倉庫

																																						大穂		254		ブースター第２電源棟

																																						大穂		255		構造生物実験準備棟

																																						大穂		258		ニュートリノ展示室

																																						大穂 オオホ		265		超伝導リニアック試験施設棟コンプレッサー棟 チョウデンドウ シケン シセツ ムネ ムネ

																																						大穂 オオホ		266		ターゲット保管棟

																																						大穂 オオホ		267		電解研磨外部設備棟

																																						大穂 オオホ		268		電解研磨保管庫

																																						大穂 オオホ		280		超伝導加速器利用促進化推進棟 チョウデンドウ カソクキ リヨウ ソクシンカ スイシントウ

																																						大穂 オオホ		285		超伝導加速器利用促進化推進棟コンプレッサー棟 ムネ





経年２５年整備金額（2023)

		基盤施設 キバン シセツ						研究者共通の研究環境 ケンキュウシャ キョウツウ ケンキュウ カンキョウ						ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ性の高い共通基盤 セイ タカ キョウツウ キバン						KEKB						PF						J-PARC						その他プロジェクト タ												起算年 キサン ネン		2023														（千円） センエン										棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ

		大穂		14		ＰＳ特高変電棟		大穂		11		第１工作棟		大穂		70		電子陽電子入射器棟		大穂		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		大穂		89		ＰＦ電源棟		東海		2		特高受電所 ショ		大穂		1		ＰＳ加速器準備棟				区分 クブン		団地 ダンチ		当番号 トウ バンゴウ		棟名称 ムネ メイショウ		建築面積 ケンチク メンセキ		建築年 ケンチク ネン		構造 コウゾウ		地上
階 チジョウ カイ		地下
階 チカ カイ		百年間の修理費 ヒャクネン カン シュウリヒ		百年間の更新費 ヒャク ネンカン コウシンヒ		1年間のm2当り修理費 ネンカン ア シュウリヒ		1年間のm2当り更新費 ネンカン ア コウシンヒ						14		ＰＳ特高変電棟		213		1979		25		15.975		31.95		11		第１工作棟		571		1971		25		42.825		85.65		70		電子陽電子入射器棟		9525		1980		25		714.375		1428.75		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		571		1984		25		42.825		85.65		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		25		109.35		218.7		1		ＰＳ加速器準備棟		2930		1970		25		219.75		439.5

		大穂		38		食堂		大穂		12		計算機北棟		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		大穂		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		大穂		91		ＰＦ光源棟		東海		3		ＭＲ第３電源棟		大穂		5		ＰＳ北実験棟				I		大穂		49		管理棟		2510		1976		R		2		0		269,332		799,326		1		3						38		食堂		433		1975		25		32.475		64.95		12		計算機北棟		2080		1972		25		156		312		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		25		123.9		247.8		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		580		1984		25		43.5		87		91		ＰＦ光源棟		9317		1980		25		698.775		1397.55		5		ＰＳ北実験棟		415		1970		25		31.125		62.25

		大穂		49		管理棟		大穂		23		ブースター電源棟		大穂		108		ＡＲ特高変電棟		大穂		127		ＭＲ・９ＳＭ５補助機械棟		大穂		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		東海		4		ＭＲ第２機械棟		大穂		6		Ｓ－１変電棟				IS		大穂		59		研究本館		2762		1978		R		3		0		333,346		989,306		1		4						49		管理棟		2510		1976		25		188.25		376.5		23		ブースター電源棟		256		1972		25		19.2		38.4		108		ＡＲ特高変電棟		347		1983		25		26.025		52.05		127		ＭＲ・９ＳＭ５補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		283		1983		25		21.225		42.45		6		Ｓ－１変電棟		154		1970		25		11.55		23.1

		大穂		50		更衣室		大穂		25		第１低温棟								大穂		128		ＭＲ・９ＳＭ６補助機械棟		大穂		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		東海		5		ＭＲ第２搬入棟		大穂		8		ＰＳ補助機械棟				PI		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		R		2		0		177,532		768,828		1		6						50		更衣室		14		1976		25		1.05		2.1		25		第１低温棟		160		1972		25		12		24						11524				計 ケイ		864.3		1728.6		128		ＭＲ・９ＳＭ６補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		1453		1983		25		108.975		217.95		8		ＰＳ補助機械棟		190		1971		25		14.25		28.5

		大穂		53		管理棟車庫		大穂		26		高圧ガス第１貯蔵棟								大穂		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		大穂		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		東海 トウカイ		6		RNB実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ				K		大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		S		1		0		134,468		473,944		1		3						53		管理棟車庫		155		1977		25		11.625		23.25		26		高圧ガス第１貯蔵棟		80		1972		25		6		12																129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		178		1984		25		13.35		26.7		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		1625		1983		25		121.875		243.75		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ		1564		1971		25		117.3		234.6

		大穂		98		職員会館		大穂		28		１号館								大穂		134		富士実験棟		大穂		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		東海 トウカイ		7		ＭＲ第１搬入棟 ダイ ハンニュウトウ		大穂		21		ＰＳ第１補助電源棟				P		大穂		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		RS		1		0		102,617		350,521		1		2						98		職員会館		709		1981		25		53.175		106.35		30		精密試験棟		108		1973		25		8.1		16.2																134		富士実験棟		1840		1984		25		138		276		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		1413		1983		25		105.975		211.95		21		ＰＳ第１補助電源棟		107		1972		25		8.025		16.05

		大穂		130		中央受電棟		大穂		30		精密試験棟								大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		大穂		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		東海 トウカイ		8		ＭＲ第３機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		22		ＰＳ第４補助電源棟				J		東海		4		ＭＲ第２機械棟		713		2005		R		1		0		59,168		257,114		1		4						130		中央受電棟		293		1984		25		21.975		43.95		39		ＲＩ実験準備棟		51		1975		25		3.825		7.65																136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		25		125.925		251.85		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		1542		1983		25		115.65		231.3		22		ＰＳ第４補助電源棟		149		1972		25		11.175		22.35

		大穂		194		体育館		大穂		34		２号館								大穂		137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		大穂		221		ＡＲ低温実験棟		東海 トウカイ		9		ハドロン搬入棟 ハンニュウトウ		大穂		24		ＰＳ物理第１低温棟				E		大穂		121		先端加速器試験棟		6007		1983		S		1		0		1,287,470		2,141,072		3		4						194		体育館		1057		1988		25		79.275		158.55		54		工作棟材料倉庫		128		1977		25		9.6		19.2																137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		2271		1984		25		170.325		340.65		221		ＡＲ低温実験棟		90		1982		25		6.75		13.5		24		ＰＳ物理第１低温棟		275		1972		25		20.625		41.25

		大穂		260		国際交流センター		大穂		39		ＲＩ実験準備棟								大穂		138		筑波実験棟		大穂		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		東海		15		ハドロン第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		27		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ																								平均値 ヘイキンチ		1		4						53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		90		1990		25		6.75		13.5		57		放射化物加工棟		213		1978		25		15.975		31.95																138		筑波実験棟		1666		1984		25		124.95		249.9		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		24		1983		25		1.8		3.6		29		北カウンターホール実験準備棟		428		1973		25		32.1		64.2

		大穂 オオホ		264		職員集会室 ショクイン シュウカイシツ		大穂		54		工作棟材料倉庫								大穂		140		富士物理ボンベ保管庫		大穂		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		東海		16		ハドロン第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		29		北カウンターホール実験準備棟																								平均値(基盤） ヘイキンチ キバン		1		3						55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		220		1975		25		16.5		33		90		電子陽電子入射器コントロール棟		1257		1980		25		94.275		188.55																140		富士物理ボンベ保管庫		36		1984		25		2.7		5.4		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		31		ＰＳ第２補助電源棟		107		1973		25		8.025		16.05

		大穂 オオホ		270		納品検収センター車庫 ノウヒン ケンシュウ シャコ		大穂		57		放射化物加工棟								大穂		141		富士第１コンプレッサー棟		大穂		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		東海		17		ハドロン第２機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		31		ＰＳ第２補助電源棟																								平均値（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） ヘイキンチ		1		4										5694				計 ケイ		427.05		854.1		92		放射線管理棟		465		1980		25		34.875		69.75																141		富士第１コンプレッサー棟		121		1984		25		9.075		18.15		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		35		ＰＳパルス第１電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		大穂		59		研究本館								大穂		145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		大穂		229		ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟		東海		18		ハドロン実験ホール ジッケン		大穂		35		ＰＳパルス第１電源棟																																																93		放射性廃棄物２保管棟		294		1980		25		22.05		44.1																145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		1679		1985		25		125.925		251.85		229		ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟		298		1993		25		22.35		44.7		36		ＰＳパルス第２電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		大穂		90		電子陽電子入射器コントロール棟								大穂		146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		大穂		231		ＰＦ実験準備棟		東海		19		ＭＲ第２電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		36		ＰＳパルス第２電源棟																																																99		電子放射性廃水処理棟		213		1981		25		15.975		31.95																146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		2271		1985		25		170.325		340.65		231		ＰＦ実験準備棟		1087		1993		25		81.525		163.05		37		ＰＳパルス第３電源棟		36		1974		25		2.7		5.4

								大穂		92		放射線管理棟								大穂		147		筑波第１コンプレッサー棟		大穂		233		ＰＦ－ＡＲ実験準備棟		東海		20		ＭＲ第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		37		ＰＳパルス第３電源棟																																																101		第２工作棟		875		1982		25		65.625		131.25																147		筑波第１コンプレッサー棟		121		1985		25		9.075		18.15		233		ＰＦ－ＡＲ実験準備棟		259		1994		25		19.425		38.85		40		ＰＳ第３補助電源棟		119		1975		25		8.925		17.85

								大穂		93		放射性廃棄物２保管棟								大穂		148		日光実験棟		大穂		257		ＰＦ－ＡＲ北西実験棟		東海		21		ＭＲ第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		40		ＰＳ第３補助電源棟																																																102		第２低温棟		894		1982		25		67.05		134.1																148		日光実験棟		1968		1985		25		147.6		295.2						18897				計 ケイ		1417.275		2834.55		43		ＰＳ第１ポンプ室		307		1975		25		23.025		46.05

								大穂		99		電子放射性廃水処理棟								大穂		149		大穂実験棟		大穂		262		ＰＦ－ＡＲ共同研究棟		東海		24		ヘリウム回収機械棟 カイシュウ キカイ トウ		大穂		43		ＰＳ第１ポンプ室																																																103		第３工作棟		210		1982		25		15.75		31.5																149		大穂実験棟		2021		1985		25		151.575		303.15																45		加速器試験実験棟		320		1976		25		24		48

								大穂		101		第２工作棟								大穂		151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		大穂 オオホ		281		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ１機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		27		ニュートリノ第１設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		45		加速器試験実験棟																																																104		高圧ガス第２貯蔵棟		252		1982		25		18.9		37.8																151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																52		中性子中間子ビームライン制御棟		320		1977		25		24		48

								大穂		102		第２低温棟								大穂		152		ＭＲ・１２ＳＭ７補助機械棟		大穂 オオホ		282		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ２機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		28		ニュートリノ入域管理棟 ハイ イキ カンリ トウ		大穂		52		中性子中間子ビームライン制御棟																																																106		ＰＦ研究棟		841		1982		25		63.075		126.15																152		ＭＲ・１２ＳＭ７補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35																56		超伝導・低温・真空実験棟		1068		1978		25		80.1		160.2

								大穂		103		第３工作棟								大穂		153		ＭＲ・１２ＳＭ８補助機械棟		大穂 オオホ		283		ＰＦ－ＡＲ直接入射路制御機器第１収納庫 チョクセツ ニュウシャ ロ セイギョ キキ ダイ シュウノウコ		東海		29		ニュートリノ第２設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		56		超伝導・低温・真空実験棟																																																107		電子陽電子加速器コントロール棟		2513		1983		25		188.475		376.95																153		ＭＲ・１２ＳＭ８補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35																58		ＰＳリニアック高周波実験棟		99		1978		25		7.425		14.85

								大穂		104		高圧ガス第２貯蔵棟								大穂		154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		大穂 オオホ		284		ＰＦ－ＡＲ直接入射路第２制御棟 チョクセツ ニュウシャ ロ ダイ セイギョ トウ		東海		30		ニュートリノターゲットステーション棟 ムネ		大穂		58		ＰＳリニアック高周波実験棟																																																118		化学実験棟		789		1983		25		59.175		118.35																154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																60		ＰＳ物理第２収納庫		340		1978		25		25.5		51

								大穂		106		ＰＦ研究棟								大穂		155		ＭＲ・Ｄ３電源棟								東海		31		ニュートリノ第３設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		60		ＰＳ物理第２収納庫																																																119		化学薬品庫		90		1983		25		6.75		13.5																155		ＭＲ・Ｄ３電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																61		ＰＳ市水ポンプ室		26		1979		25		1.95		3.9

								大穂		107		電子陽電子加速器コントロール棟								大穂		156		ＭＲ・３ＳＭ１補助機械棟								東海		32		ニュートリノモニター棟 ムネ		大穂		61		ＰＳ市水ポンプ室																																																120		実験廃液処理棟		306		1983		25		22.95		45.9																156		ＭＲ・３ＳＭ１補助機械棟		190		1997		25		14.25		28.5																63		先端計測実験棟		3566		1979		25		267.45		534.9

								大穂		118		化学実験棟								大穂		157		ＭＲ・３ＳＭ２補助機械棟								東海		33		ニュートリノ実験準備棟 ジッケン ジュンビ ムネ		大穂		63		先端計測実験棟																																																124		放射性廃棄物３保管棟		587		1983		25		44.025		88.05																157		ＭＲ・３ＳＭ２補助機械棟		190		1997		25		14.25		28.5																86		ＰＳ第３ポンプ室		112		1980		25		8.4		16.8

								大穂		119		化学薬品庫								大穂		158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟								東海		34		ニュートリノモニター設備棟 セツビ ムネ		大穂		86		ＰＳ第３ポンプ室																																																132		放射線照射棟		351		1984		25		26.325		52.65																158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																95		加速器南実験棟		683		1981		25		51.225		102.45

								大穂		120		実験廃液処理棟								大穂		159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟								東海		35		ハドロン実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		95		加速器南実験棟																																																133		放射性試料測定棟		872		1984		25		65.4		130.8																159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																96		偏極陽子機械棟		153		1981		25		11.475		22.95

								大穂		124		放射性廃棄物３保管棟								大穂		160		日光特高変電棟								東海		37		長尺ビームライン棟 チョウジャク トウ		大穂		96		偏極陽子機械棟												現在の未整備積み残し金額 ゲンザイ ミセイビ ツ ノコ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												150		計算機南棟		1773		1985		25		132.975		265.95																160		日光特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																100		ＰＳ物理第３収納庫		342		1982		25		25.65		51.3

								大穂		132		放射線照射棟								大穂		161		大穂特高変電棟								東海		39		ハドロン入出管理棟 イリデ カンリ トウ		大穂		100		ＰＳ物理第３収納庫				区分 クブン						経年25年以上の面積 ケイネン ネン イジョウ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												180		先端薄膜ターゲット開発棟		216		1986		25		16.2		32.4																161		大穂特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																114		先端計測開発棟		826		1983		25		61.95		123.9

								大穂		133		放射性試料測定棟								大穂		163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟								東海 トウカイ		44		ハドロンK1.8BR測定棟 ソクテイ トウ		大穂		114		先端計測開発棟				I						5,694		427.05		854.1		1,281		6,300		26,004																												181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫		15		1986		25		1.125		2.25																163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟		2698		1986		25		202.35		404.7																121		先端加速器試験棟		6007		1983		25		450.525		901.05

								大穂		150		計算機南棟								大穂		164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟								東海 トウカイ		45		ハドロンK1.8測定機械棟 ソクテイ キカイ トウ		大穂		121		先端加速器試験棟				IS						22,307		1673.025		3346.05		5,019																																182		実験廃液処理棟・薬品庫		15		1986		25		1.125		2.25																164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																131		ヘリウム機械棟		100		1984		25		7.5		15

								大穂		180		先端薄膜ターゲット開発棟								大穂		166		ＭＲ・Ｄ４電源棟								東海 トウカイ		46		ニュートリノミューオンモニター棟 トウ		大穂		131		ヘリウム機械棟				PI						11,524		864.3		1728.6		2,593		19,704																														184		物品管理庫		459		1987		25		34.425		68.85																166		ＭＲ・Ｄ４電源棟		1679		1986		25		125.925		251.85																139		南実験準備棟		589		1984		25		44.175		88.35

								大穂		181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫								大穂		167		ＭＲ・Ｄ５電源棟								東海 トウカイ		60		革新型蓄電池実験棟 カクシンガタ チクデンチ ジッケントウ		大穂		139		南実験準備棟				K						30,426		2281.95		4563.9		6,846																																188		放射線モニター第８監視所		13		1988		25		0.975		1.95																167		ＭＲ・Ｄ５電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																142		ＰＳキッカー電源棟		80		1984		25		6		12

								大穂		182		実験廃液処理棟・薬品庫								大穂		168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟								東海 トウカイ		61		ヘリウム液化機棟 エキカ キ トウ		大穂		142		ＰＳキッカー電源棟				P						18,897		1417.275		2834.55		4,252																																195		３号館		1454		1989		25		109.05		218.1																168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟		209		1986		25		15.675		31.35																143		５００ＭｅＶライン電源棟		158		1984		25		11.85		23.7

								大穂		184		物品管理庫								大穂		169		ＭＲ・Ｄ６電源棟								東海 トウカイ		62		ハドロン南実験棟 ミナミ ジッケントウ		大穂		143		５００ＭｅＶライン電源棟				J						0		0		0		0																																225		放射線モニター第５監視所		9		1985		25		0.675		1.35																169		ＭＲ・Ｄ６電源棟		506		1986		25		37.95		75.9																179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ		50		1985		25		3.75		7.5

								大穂		188		放射線モニター第８監視所								大穂		170		富士ガス混合棟								東海 トウカイ		63		ハドロン第1圧縮機棟 ダイ アッシュクキ トウ		大穂		179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ				E						30,426		2004.45		4008.9		6,013																																226		放射線モニター第６監視所		9		1985		25		0.675		1.35																170		富士ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																189		４０ＭｅＶライン電源棟		89		1988		25		6.675		13.35

								大穂		195		３号館								大穂		171		日光コンプレッサー棟								東海 トウカイ		64		ハドロン第３機械棟 ダイ キカイ トウ		大穂		189		４０ＭｅＶライン電源棟										※200m2以下も含む イカ フク																																						227		放射線モニター第７監視所		9		1985		25		0.675		1.35																171		日光コンプレッサー棟		121		1986		25		9.075		18.15																193		ヘリウム回収棟		48		1988		25		3.6		7.2

								大穂		225		放射線モニター第５監視所								大穂		172		日光ガス混合棟								東海 トウカイ		65		ハドロン放射化物保管棟 ホウシャカ ブツ ホカン トウ		大穂		193		ヘリウム回収棟																																																228		放射性廃棄物４保管棟		211		1992		25		15.825		31.65																172		日光ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																196		北カウンターホール		3276		1989		25		245.7		491.4

								大穂		226		放射線モニター第６監視所								大穂		173		日光ボンベ保管庫								東海 トウカイ		67		ＭＲ第４電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		196		北カウンターホール																																																228		放射性廃棄物４保管棟		211		1992		25		15.825		31.65																173		日光ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟		234		1989		25		17.55		35.1

								大穂		227		放射線モニター第７監視所								大穂		174		筑波ガス混合棟								東海 トウカイ		68		ＭＲ第５電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟												整備積み金額 セイビ ツ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												241		溶接作業棟		98		1997		25		7.35		14.7																174		筑波ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																200		ＰＳ井水ポンプ室		48		1989		25		3.6		7.2

								大穂		228		放射性廃棄物４保管棟								大穂		175		筑波ボンベ保管庫								東海 トウカイ		69		ＭＲ第６電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		200		ＰＳ井水ポンプ室				区分 クブン				修理済面積 シュウリ ズミ メンセキ		更新済面積 コウシン ズミ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												50		1号館 ゴウカン		2035		1976		25		152.625		305.25																175		筑波ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																201		静電型貯蔵リング		71		1990		25		5.325		10.65

								大穂		235		第３低温棟								大穂		176		大穂第１コンプレッサー棟														大穂		201		静電型貯蔵リング				I				5694		0		162.2744912842		0		162		1,532		4,994																												51		1号館アネックス ゴウカン		18		1976		25		1.35		2.7																176		大穂第１コンプレッサー棟		189		1986		25		14.175		28.35																206		薬品庫		11		1971		25		0.825		1.65

								大穂		241		溶接作業棟								大穂		177		大穂ガス混合棟														大穂		206		薬品庫				IS				21998		8,783		626.9255811856		742.8674821636		1,370																																52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ		997		1970		25		74.775		149.55																177		大穂ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																207		高圧ガスボンベ格納庫		5		1977		25		0.375		0.75

								大穂		245		放射化物使用棟								大穂		178		大穂ボンベ保管庫														大穂		207		高圧ガスボンベ格納庫				PI				11524		0		367.3515628365		0		367		3,462																														54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ		93		1987		25		6.975		13.95																178		大穂ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ		77		1980		25		5.775		11.55

								大穂		246		４号館								大穂		186		電子陽電子加速器実験準備棟														大穂		212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ				K				29236		0		931.958546606		0		932																																56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ		216		1988		25		16.2		32.4																186		電子陽電子加速器実験準備棟		254		1988		25		19.05		38.1																214		ＰＳ第１ボンベ保管庫		9		1981		25		0.675		1.35

								大穂		249		低温機器収納庫								大穂		187		日光ポンプ室														大穂		214		ＰＳ第１ボンベ保管庫				P				18638		0		594.1251673157		0		594																																				22307				計 ケイ		1673.025		3346.05																187		日光ポンプ室		59		1988		25		4.425		8.85																215		ＰＳ第２ボンベ保管庫		8		1981		25		0.6		1.2

								大穂		250		第４低温棟								大穂		192		日光高圧ガス貯蔵棟														大穂		215		ＰＳ第２ボンベ保管庫				J						0		0		0		0																																																												192		日光高圧ガス貯蔵棟		122		1988		25		9.15		18.3																216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ		37		1981		25		2.775		5.55

								大穂		251		熱中性子標準棟								大穂		199		富士加速器ボンベ保管庫														大穂		216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ				E				29,236		6,948		931.958546606		636.6710806202		1,569																																																												199		富士加速器ボンベ保管庫		10		1989		25		0.75		1.5																217		薬注庫		10		1981		25		0.75		1.5

								大穂		252		第４低温棟電源収納庫								大穂		202		筑波第２コンプレッサー棟														大穂		217		薬注庫										※200m2以下も含む イカ フク																																																																		202		筑波第２コンプレッサー棟		71		1990		25		5.325		10.65																218		発生材保管庫		26		1981		25		1.95		3.9

								大穂		256		油脂庫								大穂		203		富士第２コンプレッサー棟														大穂		218		発生材保管庫																																																																												203		富士第２コンプレッサー棟		71		1990		25		5.325		10.65																219		都市ガス第２減圧装置格納庫		8		1982		25		0.6		1.2

								大穂		261		窒素コンプレッサー室								大穂		204		加速器小保管棟														大穂		219		都市ガス第２減圧装置格納庫																																																																												204		加速器小保管棟		15		1990		25		1.125		2.25																220		荷電変換電源棟		80		1982		25		6		12

								大穂		263		PS廃水処理施設内ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ倉庫								大穂		230		Ｄ７高周波実験棟														大穂		220		荷電変換電源棟																																																																												230		Ｄ７高周波実験棟		196		1993		25		14.7		29.4																232		都市ガス第３減圧装置格納庫		9		1994		25		0.675		1.35

								大穂 オオホ		269		ヘリウム貯蔵庫 チョゾウコ								大穂		259		ＫＥＫＢ展示室														大穂		232		都市ガス第３減圧装置格納庫																																																																												239		分散隔離制御室６ＬＣ３		27		1997		25		2.025		4.05																236		ＥＲＬ開発棟ヘリウム回収容器保管庫 カイハツ トウ		54		1996		25		4.05		8.1

								東海		1		中央制御棟								大穂 オオホ		271		ＱＣＳコンプレッサー棟 トウ														大穂		236		ＥＲＬ開発棟ヘリウム回収容器保管庫 カイハツ トウ																																																																												240		分散隔離制御室６ＬＣ４		27		1997		25		2.025		4.05																237		物理共通小実験準備棟		150		1997		25		11.25		22.5

								東海		36		放射線測定棟 ホウシャセン ソクテイ トウ								大穂 オオホ		272		３Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		238		物理共通小実験準備棟																																																																																30426				計 ケイ		2281.95		4563.9																242		ニュートリノ機械室(１)		101		1997		25		7.575		15.15

								東海		38		設備管理棟 セツビ カンリトウ								大穂 オオホ		273		６Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		239		分散隔離制御室６ＬＣ３																																																																																																								243		ニュートリノ機械室(２)		152		1997		25		11.4		22.8

								東海 トウカイ		50		1号館 ゴウカン								大穂 オオホ		274		９Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		240		分散隔離制御室６ＬＣ４																																																																																																								244		ニュートリノ電源棟		515		1998		25		38.625		77.25

								東海 トウカイ		51		1号館アネックス ゴウカン								大穂 オオホ		275		１２Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		242		ニュートリノ機械室(１)																																																																																																																計 ケイ		2004.45		4008.9

								東海 トウカイ		52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ								大穂 オオホ		276		ＤＲ電源棟 デンゲン トウ														大穂		243		ニュートリノ機械室(２)

								東海 トウカイ		54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ								大穂 オオホ		277		ＤＲ機械棟 キカイ トウ														大穂		244		ニュートリノ電源棟

								東海 トウカイ		56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ								大穂 オオホ		278		Ｍ２－２機械棟 キカイ トウ														大穂		247		超伝導リニアック試験施設棟

								東海 トウカイ		66		加速器運転準備棟 カソクキ ウンテン ジュンビ トウ								大穂 オオホ		279		Ｍ４－２機械棟 キカイ トウ														大穂		248		超伝導リニアック試験施設棟機械棟

																																						大穂		253		回路倉庫

																																						大穂		254		ブースター第２電源棟

																																						大穂		255		構造生物実験準備棟

																																						大穂		258		ニュートリノ展示室

																																						大穂 オオホ		265		超伝導リニアック試験施設棟コンプレッサー棟 チョウデンドウ シケン シセツ ムネ ムネ

																																						大穂 オオホ		266		ターゲット保管棟

																																						大穂 オオホ		267		電解研磨外部設備棟

																																						大穂 オオホ		268		電解研磨保管庫

																																						大穂 オオホ		280		超伝導加速器利用促進化推進棟 チョウデンドウ カソクキ リヨウ ソクシンカ スイシントウ

																																						大穂 オオホ		285		超伝導加速器利用促進化推進棟コンプレッサー棟 ムネ





経年２５年整備金額（2027)

		基盤施設 キバン シセツ						研究者共通の研究環境 ケンキュウシャ キョウツウ ケンキュウ カンキョウ						ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ性の高い共通基盤 セイ タカ キョウツウ キバン						KEKB						PF						J-PARC						その他プロジェクト タ												起算年 キサン ネン		2027														（千円） センエン										棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ

		大穂		14		ＰＳ特高変電棟		大穂		11		第１工作棟		大穂		70		電子陽電子入射器棟		大穂		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		大穂		89		ＰＦ電源棟		東海		2		特高受電所 ショ		大穂		1		ＰＳ加速器準備棟				区分 クブン		団地 ダンチ		当番号 トウ バンゴウ		棟名称 ムネ メイショウ		建築面積 ケンチク メンセキ		建築年 ケンチク ネン		構造 コウゾウ		地上
階 チジョウ カイ		地下
階 チカ カイ		百年間の修理費 ヒャクネン カン シュウリヒ		百年間の更新費 ヒャク ネンカン コウシンヒ		1年間のm2当り修理費 ネンカン ア シュウリヒ		1年間のm2当り更新費 ネンカン ア コウシンヒ						14		ＰＳ特高変電棟		213		1979		25		15.975		31.95		11		第１工作棟		571		1971		25		42.825		85.65		70		電子陽電子入射器棟		9525		1980		25		714.375		1428.75		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		571		1984		25		42.825		85.65		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		25		109.35		218.7		1		ＰＳ加速器準備棟		2930		1970		25		219.75		439.5

		大穂		38		食堂		大穂		12		計算機北棟		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		大穂		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		大穂		91		ＰＦ光源棟		東海		3		ＭＲ第３電源棟		大穂		5		ＰＳ北実験棟				I		大穂		49		管理棟		2510		1976		R		2		0		269,332		799,326		1		3						38		食堂		433		1975		25		32.475		64.95		12		計算機北棟		2080		1972		25		156		312		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		25		123.9		247.8		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		580		1984		25		43.5		87		91		ＰＦ光源棟		9317		1980		25		698.775		1397.55		5		ＰＳ北実験棟		415		1970		25		31.125		62.25

		大穂		49		管理棟		大穂		23		ブースター電源棟		大穂		108		ＡＲ特高変電棟		大穂		127		ＭＲ・９ＳＭ５補助機械棟		大穂		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		東海		4		ＭＲ第２機械棟		大穂		6		Ｓ－１変電棟				IS		大穂		59		研究本館		2762		1978		R		3		0		333,346		989,306		1		4						49		管理棟		2510		1976		25		188.25		376.5		23		ブースター電源棟		256		1972		25		19.2		38.4		108		ＡＲ特高変電棟		347		1983		25		26.025		52.05		127		ＭＲ・９ＳＭ５補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		283		1983		25		21.225		42.45		6		Ｓ－１変電棟		154		1970		25		11.55		23.1

		大穂		50		更衣室		大穂		25		第１低温棟								大穂		128		ＭＲ・９ＳＭ６補助機械棟		大穂		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		東海		5		ＭＲ第２搬入棟		大穂		8		ＰＳ補助機械棟				PI		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		R		2		0		177,532		768,828		1		6						50		更衣室		14		1976		25		1.05		2.1		25		第１低温棟		160		1972		25		12		24						11524				計 ケイ		864.3		1728.6		128		ＭＲ・９ＳＭ６補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		1453		1983		25		108.975		217.95		8		ＰＳ補助機械棟		190		1971		25		14.25		28.5

		大穂		53		管理棟車庫		大穂		26		高圧ガス第１貯蔵棟								大穂		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		大穂		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		東海 トウカイ		6		RNB実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ				K		大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		S		1		0		134,468		473,944		1		3						53		管理棟車庫		155		1977		25		11.625		23.25		26		高圧ガス第１貯蔵棟		80		1972		25		6		12																129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		178		1984		25		13.35		26.7		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		1625		1983		25		121.875		243.75		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ		1564		1971		25		117.3		234.6

		大穂		98		職員会館		大穂		28		１号館								大穂		134		富士実験棟		大穂		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		東海 トウカイ		7		ＭＲ第１搬入棟 ダイ ハンニュウトウ		大穂		21		ＰＳ第１補助電源棟				P		大穂		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		RS		1		0		102,617		350,521		1		2						98		職員会館		709		1981		25		53.175		106.35		30		精密試験棟		108		1973		25		8.1		16.2																134		富士実験棟		1840		1984		25		138		276		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		1413		1983		25		105.975		211.95		21		ＰＳ第１補助電源棟		107		1972		25		8.025		16.05

		大穂		130		中央受電棟		大穂		30		精密試験棟								大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		大穂		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		東海 トウカイ		8		ＭＲ第３機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		22		ＰＳ第４補助電源棟				J		東海		4		ＭＲ第２機械棟		713		2005		R		1		0		59,168		257,114		1		4						130		中央受電棟		293		1984		25		21.975		43.95		39		ＲＩ実験準備棟		51		1975		25		3.825		7.65																136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		25		125.925		251.85		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		1542		1983		25		115.65		231.3		22		ＰＳ第４補助電源棟		149		1972		25		11.175		22.35

		大穂		194		体育館		大穂		34		２号館								大穂		137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		大穂		221		ＡＲ低温実験棟		東海 トウカイ		9		ハドロン搬入棟 ハンニュウトウ		大穂		24		ＰＳ物理第１低温棟				E		大穂		121		先端加速器試験棟		6007		1983		S		1		0		1,287,470		2,141,072		3		4						194		体育館		1057		1988		25		79.275		158.55		54		工作棟材料倉庫		128		1977		25		9.6		19.2																137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		2271		1984		25		170.325		340.65		221		ＡＲ低温実験棟		90		1982		25		6.75		13.5		24		ＰＳ物理第１低温棟		275		1972		25		20.625		41.25

		大穂		260		国際交流センター		大穂		39		ＲＩ実験準備棟								大穂		138		筑波実験棟		大穂		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		東海		15		ハドロン第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		27		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ																								平均値 ヘイキンチ		1		4						53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		90		1990		25		6.75		13.5		57		放射化物加工棟		213		1978		25		15.975		31.95																138		筑波実験棟		1666		1984		25		124.95		249.9		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		24		1983		25		1.8		3.6		29		北カウンターホール実験準備棟		428		1973		25		32.1		64.2

		大穂 オオホ		264		職員集会室 ショクイン シュウカイシツ		大穂		54		工作棟材料倉庫								大穂		140		富士物理ボンベ保管庫		大穂		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		東海		16		ハドロン第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		29		北カウンターホール実験準備棟																								平均値(基盤） ヘイキンチ キバン		1		3						55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		220		1975		25		16.5		33		90		電子陽電子入射器コントロール棟		1257		1980		25		94.275		188.55																140		富士物理ボンベ保管庫		36		1984		25		2.7		5.4		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		31		ＰＳ第２補助電源棟		107		1973		25		8.025		16.05

		大穂 オオホ		270		納品検収センター車庫 ノウヒン ケンシュウ シャコ		大穂		57		放射化物加工棟								大穂		141		富士第１コンプレッサー棟		大穂		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		東海		17		ハドロン第２機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		31		ＰＳ第２補助電源棟																								平均値（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） ヘイキンチ		1		4										5694				計 ケイ		427.05		854.1		92		放射線管理棟		465		1980		25		34.875		69.75																141		富士第１コンプレッサー棟		121		1984		25		9.075		18.15		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		35		ＰＳパルス第１電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		大穂		59		研究本館								大穂		145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		大穂		229		ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟		東海		18		ハドロン実験ホール ジッケン		大穂		35		ＰＳパルス第１電源棟																																																93		放射性廃棄物２保管棟		294		1980		25		22.05		44.1																145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		1679		1985		25		125.925		251.85		229		ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟		298		1993		25		22.35		44.7		36		ＰＳパルス第２電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		大穂		90		電子陽電子入射器コントロール棟								大穂		146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		大穂		231		ＰＦ実験準備棟		東海		19		ＭＲ第２電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		36		ＰＳパルス第２電源棟																																																99		電子放射性廃水処理棟		213		1981		25		15.975		31.95																146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		2271		1985		25		170.325		340.65		231		ＰＦ実験準備棟		1087		1993		25		81.525		163.05		37		ＰＳパルス第３電源棟		36		1974		25		2.7		5.4

								大穂		92		放射線管理棟								大穂		147		筑波第１コンプレッサー棟		大穂		233		ＰＦ－ＡＲ実験準備棟		東海		20		ＭＲ第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		37		ＰＳパルス第３電源棟																																																101		第２工作棟		875		1982		25		65.625		131.25																147		筑波第１コンプレッサー棟		121		1985		25		9.075		18.15		233		ＰＦ－ＡＲ実験準備棟		259		1994		25		19.425		38.85		40		ＰＳ第３補助電源棟		119		1975		25		8.925		17.85

								大穂		93		放射性廃棄物２保管棟								大穂		148		日光実験棟		大穂		257		ＰＦ－ＡＲ北西実験棟		東海		21		ＭＲ第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		40		ＰＳ第３補助電源棟																																																102		第２低温棟		894		1982		25		67.05		134.1																148		日光実験棟		1968		1985		25		147.6		295.2		257		ＰＦ－ＡＲ北西実験棟		1038		2002		25		77.85		155.7		43		ＰＳ第１ポンプ室		307		1975		25		23.025		46.05

								大穂		99		電子放射性廃水処理棟								大穂		149		大穂実験棟		大穂		262		ＰＦ－ＡＲ共同研究棟		東海		24		ヘリウム回収機械棟 カイシュウ キカイ トウ		大穂		43		ＰＳ第１ポンプ室																																																103		第３工作棟		210		1982		25		15.75		31.5																149		大穂実験棟		2021		1985		25		151.575		303.15						19935				計 ケイ		1495.125		2990.25		45		加速器試験実験棟		320		1976		25		24		48

								大穂		101		第２工作棟								大穂		151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		大穂 オオホ		281		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ１機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		27		ニュートリノ第１設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		45		加速器試験実験棟																																																104		高圧ガス第２貯蔵棟		252		1982		25		18.9		37.8																151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																52		中性子中間子ビームライン制御棟		320		1977		25		24		48

								大穂		102		第２低温棟								大穂		152		ＭＲ・１２ＳＭ７補助機械棟		大穂 オオホ		282		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ２機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		28		ニュートリノ入域管理棟 ハイ イキ カンリ トウ		大穂		52		中性子中間子ビームライン制御棟																																																106		ＰＦ研究棟		841		1982		25		63.075		126.15																152		ＭＲ・１２ＳＭ７補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35																56		超伝導・低温・真空実験棟		1068		1978		25		80.1		160.2

								大穂		103		第３工作棟								大穂		153		ＭＲ・１２ＳＭ８補助機械棟		大穂 オオホ		283		ＰＦ－ＡＲ直接入射路制御機器第１収納庫 チョクセツ ニュウシャ ロ セイギョ キキ ダイ シュウノウコ		東海		29		ニュートリノ第２設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		56		超伝導・低温・真空実験棟																																																107		電子陽電子加速器コントロール棟		2513		1983		25		188.475		376.95																153		ＭＲ・１２ＳＭ８補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35																58		ＰＳリニアック高周波実験棟		99		1978		25		7.425		14.85

								大穂		104		高圧ガス第２貯蔵棟								大穂		154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		大穂 オオホ		284		ＰＦ－ＡＲ直接入射路第２制御棟 チョクセツ ニュウシャ ロ ダイ セイギョ トウ		東海		30		ニュートリノターゲットステーション棟 ムネ		大穂		58		ＰＳリニアック高周波実験棟																																																118		化学実験棟		789		1983		25		59.175		118.35																154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																60		ＰＳ物理第２収納庫		340		1978		25		25.5		51

								大穂		106		ＰＦ研究棟								大穂		155		ＭＲ・Ｄ３電源棟								東海		31		ニュートリノ第３設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		60		ＰＳ物理第２収納庫																																																119		化学薬品庫		90		1983		25		6.75		13.5																155		ＭＲ・Ｄ３電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																61		ＰＳ市水ポンプ室		26		1979		25		1.95		3.9

								大穂		107		電子陽電子加速器コントロール棟								大穂		156		ＭＲ・３ＳＭ１補助機械棟								東海		32		ニュートリノモニター棟 ムネ		大穂		61		ＰＳ市水ポンプ室																																																120		実験廃液処理棟		306		1983		25		22.95		45.9																156		ＭＲ・３ＳＭ１補助機械棟		190		1997		25		14.25		28.5																63		先端計測実験棟		3566		1979		25		267.45		534.9

								大穂		118		化学実験棟								大穂		157		ＭＲ・３ＳＭ２補助機械棟								東海		33		ニュートリノ実験準備棟 ジッケン ジュンビ ムネ		大穂		63		先端計測実験棟																																																124		放射性廃棄物３保管棟		587		1983		25		44.025		88.05																157		ＭＲ・３ＳＭ２補助機械棟		190		1997		25		14.25		28.5																86		ＰＳ第３ポンプ室		112		1980		25		8.4		16.8

								大穂		119		化学薬品庫								大穂		158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟								東海		34		ニュートリノモニター設備棟 セツビ ムネ		大穂		86		ＰＳ第３ポンプ室																																																132		放射線照射棟		351		1984		25		26.325		52.65																158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																95		加速器南実験棟		683		1981		25		51.225		102.45

								大穂		120		実験廃液処理棟								大穂		159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟								東海		35		ハドロン実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		95		加速器南実験棟																																																133		放射性試料測定棟		872		1984		25		65.4		130.8																159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																96		偏極陽子機械棟		153		1981		25		11.475		22.95

								大穂		124		放射性廃棄物３保管棟								大穂		160		日光特高変電棟								東海		37		長尺ビームライン棟 チョウジャク トウ		大穂		96		偏極陽子機械棟												現在の未整備積み残し金額 ゲンザイ ミセイビ ツ ノコ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												150		計算機南棟		1773		1985		25		132.975		265.95																160		日光特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																100		ＰＳ物理第３収納庫		342		1982		25		25.65		51.3

								大穂		132		放射線照射棟								大穂		161		大穂特高変電棟								東海		39		ハドロン入出管理棟 イリデ カンリ トウ		大穂		100		ＰＳ物理第３収納庫				区分 クブン						経年25年以上の面積 ケイネン ネン イジョウ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												180		先端薄膜ターゲット開発棟		216		1986		25		16.2		32.4																161		大穂特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																114		先端計測開発棟		826		1983		25		61.95		123.9

								大穂		133		放射性試料測定棟								大穂		163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟								東海 トウカイ		44		ハドロンK1.8BR測定棟 ソクテイ トウ		大穂		114		先端計測開発棟				I						5,694		427.05		854.1		1,281		7,446		28,242																												181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫		15		1986		25		1.125		2.25																163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟		2698		1986		25		202.35		404.7																121		先端加速器試験棟		6007		1983		25		450.525		901.05

								大穂		150		計算機南棟								大穂		164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟								東海 トウカイ		45		ハドロンK1.8測定機械棟 ソクテイ キカイ トウ		大穂		121		先端加速器試験棟				IS						27,461		2055.012		4110.024		6,165																																182		実験廃液処理棟・薬品庫		15		1986		25		1.125		2.25																164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																131		ヘリウム機械棟		100		1984		25		7.5		15

								大穂		180		先端薄膜ターゲット開発棟								大穂		166		ＭＲ・Ｄ４電源棟								東海 トウカイ		46		ニュートリノミューオンモニター棟 トウ		大穂		131		ヘリウム機械棟				PI						11,524		864.3		1728.6		2,593		20,796																														184		物品管理庫		459		1987		25		34.425		68.85																166		ＭＲ・Ｄ４電源棟		1679		1986		25		125.925		251.85																139		南実験準備棟		589		1984		25		44.175		88.35

								大穂		181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫								大穂		167		ＭＲ・Ｄ５電源棟								東海 トウカイ		60		革新型蓄電池実験棟 カクシンガタ チクデンチ ジッケントウ		大穂		139		南実験準備棟				K						30,577		2293.275		4586.55		6,880																																188		放射線モニター第８監視所		13		1988		25		0.975		1.95																167		ＭＲ・Ｄ５電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																142		ＰＳキッカー電源棟		80		1984		25		6		12

								大穂		182		実験廃液処理棟・薬品庫								大穂		168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟								東海 トウカイ		61		ヘリウム液化機棟 エキカ キ トウ		大穂		142		ＰＳキッカー電源棟				P						19,935		1495.125		2990.25		4,485																																195		３号館		1454		1989		25		109.05		218.1																168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟		209		1986		25		15.675		31.35																143		５００ＭｅＶライン電源棟		158		1984		25		11.85		23.7

								大穂		184		物品管理庫								大穂		169		ＭＲ・Ｄ６電源棟								東海 トウカイ		62		ハドロン南実験棟 ミナミ ジッケントウ		大穂		143		５００ＭｅＶライン電源棟				J						0		0		0		0																																225		放射線モニター第５監視所		9		1985		25		0.675		1.35																169		ＭＲ・Ｄ６電源棟		506		1986		25		37.95		75.9																179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ		50		1985		25		3.75		7.5

								大穂		188		放射線モニター第８監視所								大穂		170		富士ガス混合棟								東海 トウカイ		63		ハドロン第1圧縮機棟 ダイ アッシュクキ トウ		大穂		179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ				E						30,577		2279.4		4558.8		6,838																																226		放射線モニター第６監視所		9		1985		25		0.675		1.35																170		富士ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																189		４０ＭｅＶライン電源棟		89		1988		25		6.675		13.35

								大穂		195		３号館								大穂		171		日光コンプレッサー棟								東海 トウカイ		64		ハドロン第３機械棟 ダイ キカイ トウ		大穂		189		４０ＭｅＶライン電源棟										※200m2以下も含む イカ フク																																						227		放射線モニター第７監視所		9		1985		25		0.675		1.35																171		日光コンプレッサー棟		121		1986		25		9.075		18.15																193		ヘリウム回収棟		48		1988		25		3.6		7.2

								大穂		225		放射線モニター第５監視所								大穂		172		日光ガス混合棟								東海 トウカイ		65		ハドロン放射化物保管棟 ホウシャカ ブツ ホカン トウ		大穂		193		ヘリウム回収棟																																																228		放射性廃棄物４保管棟		211		1992		25		15.825		31.65																172		日光ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																196		北カウンターホール		3276		1989		25		245.7		491.4

								大穂		226		放射線モニター第６監視所								大穂		173		日光ボンベ保管庫								東海 トウカイ		67		ＭＲ第４電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		196		北カウンターホール																																																228		放射性廃棄物４保管棟		211		1992		25		15.825		31.65																173		日光ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟		234		1989		25		17.55		35.1

								大穂		227		放射線モニター第７監視所								大穂		174		筑波ガス混合棟								東海 トウカイ		68		ＭＲ第５電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟												整備積み金額 セイビ ツ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												241		溶接作業棟		98		1997		25		7.35		14.7																174		筑波ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																200		ＰＳ井水ポンプ室		48		1989		25		3.6		7.2

								大穂		228		放射性廃棄物４保管棟								大穂		175		筑波ボンベ保管庫								東海 トウカイ		69		ＭＲ第６電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		200		ＰＳ井水ポンプ室				区分 クブン				修理済面積 シュウリ ズミ メンセキ		更新済面積 コウシン ズミ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												245		放射化物使用棟		800		1999		25		60		120																175		筑波ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																201		静電型貯蔵リング		71		1990		25		5.325		10.65

								大穂		235		第３低温棟								大穂		176		大穂第１コンプレッサー棟														大穂		201		静電型貯蔵リング				I				5694		0		162.2744912842		0		162		1,532		4,994																												246		４号館		2348		2000		25		176.1		352.2																176		大穂第１コンプレッサー棟		189		1986		25		14.175		28.35																206		薬品庫		11		1971		25		0.825		1.65

								大穂		241		溶接作業棟								大穂		177		大穂ガス混合棟														大穂		206		薬品庫				IS				21998		8,783		626.9255811856		742.8674821636		1,370																																249		低温機器収納庫		40		1999		25		3		6																177		大穂ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																207		高圧ガスボンベ格納庫		5		1977		25		0.375		0.75

								大穂		245		放射化物使用棟								大穂		178		大穂ボンベ保管庫														大穂		207		高圧ガスボンベ格納庫				PI				11524		0		367.3515628365		0		367		3,462																														250		第４低温棟		335		1999		25		25.125		50.25																178		大穂ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ		77		1980		25		5.775		11.55

								大穂		246		４号館								大穂		186		電子陽電子加速器実験準備棟														大穂		212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ				K				29236		0		931.958546606		0		932																																251		熱中性子標準棟		48		1999		25		3.6		7.2																186		電子陽電子加速器実験準備棟		254		1988		25		19.05		38.1																214		ＰＳ第１ボンベ保管庫		9		1981		25		0.675		1.35

								大穂		249		低温機器収納庫								大穂		187		日光ポンプ室														大穂		214		ＰＳ第１ボンベ保管庫				P				18638		0		594.1251673157		0		594																																252		第４低温棟電源収納庫		50		2000		25		3.75		7.5																187		日光ポンプ室		59		1988		25		4.425		8.85																215		ＰＳ第２ボンベ保管庫		8		1981		25		0.6		1.2

								大穂		250		第４低温棟								大穂		192		日光高圧ガス貯蔵棟														大穂		215		ＰＳ第２ボンベ保管庫				J						0		0		0		0																																256		油脂庫		12		2001		25		0.9		1.8																192		日光高圧ガス貯蔵棟		122		1988		25		9.15		18.3																216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ		37		1981		25		2.775		5.55

								大穂		251		熱中性子標準棟								大穂		199		富士加速器ボンベ保管庫														大穂		216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ				E				29,236		6,948		931.958546606		636.6710806202		1,569																																260		国際交流センター		1521		2003		24		109.512		219.024																199		富士加速器ボンベ保管庫		10		1989		25		0.75		1.5																217		薬注庫		10		1981		25		0.75		1.5

								大穂		252		第４低温棟電源収納庫								大穂		202		筑波第２コンプレッサー棟														大穂		217		薬注庫										※200m2以下も含む イカ フク																																						50		1号館 ゴウカン		2035		1976		25		152.625		305.25																202		筑波第２コンプレッサー棟		71		1990		25		5.325		10.65																218		発生材保管庫		26		1981		25		1.95		3.9

								大穂		256		油脂庫								大穂		203		富士第２コンプレッサー棟														大穂		218		発生材保管庫																																																51		1号館アネックス ゴウカン		18		1976		25		1.35		2.7																203		富士第２コンプレッサー棟		71		1990		25		5.325		10.65																219		都市ガス第２減圧装置格納庫		8		1982		25		0.6		1.2

								大穂		261		窒素コンプレッサー室								大穂		204		加速器小保管棟														大穂		219		都市ガス第２減圧装置格納庫																																																52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ		997		1970		25		74.775		149.55																204		加速器小保管棟		15		1990		25		1.125		2.25																220		荷電変換電源棟		80		1982		25		6		12

								大穂		263		PS廃水処理施設内ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ倉庫								大穂		230		Ｄ７高周波実験棟														大穂		220		荷電変換電源棟																																																54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ		93		1987		25		6.975		13.95																230		Ｄ７高周波実験棟		196		1993		25		14.7		29.4																232		都市ガス第３減圧装置格納庫		9		1994		25		0.675		1.35

								大穂 オオホ		269		ヘリウム貯蔵庫 チョゾウコ								大穂		259		ＫＥＫＢ展示室														大穂		232		都市ガス第３減圧装置格納庫																																																56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ		216		1988		25		16.2		32.4																239		分散隔離制御室６ＬＣ３		27		1997		25		2.025		4.05																236		ＥＲＬ開発棟ヘリウム回収容器保管庫 カイハツ トウ		54		1996		25		4.05		8.1

								東海		1		中央制御棟								大穂 オオホ		271		ＱＣＳコンプレッサー棟 トウ														大穂		236		ＥＲＬ開発棟ヘリウム回収容器保管庫 カイハツ トウ																																																				27461				計 ケイ		2055.012		4110.024																240		分散隔離制御室６ＬＣ４		27		1997		25		2.025		4.05																237		物理共通小実験準備棟		150		1997		25		11.25		22.5

								東海		36		放射線測定棟 ホウシャセン ソクテイ トウ								大穂 オオホ		272		３Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		238		物理共通小実験準備棟																																																																												259		ＫＥＫＢ展示室		151		2002		25		11.325		22.65																242		ニュートリノ機械室(１)		101		1997		25		7.575		15.15

								東海		38		設備管理棟 セツビ カンリトウ								大穂 オオホ		273		６Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		239		分散隔離制御室６ＬＣ３																																																																																30577				計 ケイ		2293.275		4586.55																243		ニュートリノ機械室(２)		152		1997		25		11.4		22.8

								東海 トウカイ		50		1号館 ゴウカン								大穂 オオホ		274		９Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		240		分散隔離制御室６ＬＣ４																																																																																																								244		ニュートリノ電源棟		515		1998		25		38.625		77.25

								東海 トウカイ		51		1号館アネックス ゴウカン								大穂 オオホ		275		１２Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		242		ニュートリノ機械室(１)																																																																																																								247		超伝導リニアック試験施設棟		2078		2000		25		155.85		311.7

								東海 トウカイ		52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ								大穂 オオホ		276		ＤＲ電源棟 デンゲン トウ														大穂		243		ニュートリノ機械室(２)																																																																																																								248		超伝導リニアック試験施設棟機械棟		581		2000		25		43.575		87.15

								東海 トウカイ		54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ								大穂 オオホ		277		ＤＲ機械棟 キカイ トウ														大穂		244		ニュートリノ電源棟																																																																																																								253		回路倉庫		119		2000		25		8.925		17.85

								東海 トウカイ		56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ								大穂 オオホ		278		Ｍ２－２機械棟 キカイ トウ														大穂		247		超伝導リニアック試験施設棟																																																																																																								254		ブースター第２電源棟		91		2000		25		6.825		13.65

								東海 トウカイ		66		加速器運転準備棟 カソクキ ウンテン ジュンビ トウ								大穂 オオホ		279		Ｍ４－２機械棟 キカイ トウ														大穂		248		超伝導リニアック試験施設棟機械棟																																																																																																								255		構造生物実験準備棟		764		2001		25		57.3		114.6

																																						大穂		253		回路倉庫																																																																																																								258		ニュートリノ展示室		33		2001		25		2.475		4.95

																																						大穂		254		ブースター第２電源棟

																																						大穂		255		構造生物実験準備棟																																																																																																																25		0		0

																																						大穂		258		ニュートリノ展示室																																																																																																																計 ケイ		2279.4		4558.8

																																						大穂 オオホ		265		超伝導リニアック試験施設棟コンプレッサー棟 チョウデンドウ シケン シセツ ムネ ムネ

																																						大穂 オオホ		266		ターゲット保管棟

																																						大穂 オオホ		267		電解研磨外部設備棟

																																						大穂 オオホ		268		電解研磨保管庫

																																						大穂 オオホ		280		超伝導加速器利用促進化推進棟 チョウデンドウ カソクキ リヨウ ソクシンカ スイシントウ

																																						大穂 オオホ		285		超伝導加速器利用促進化推進棟コンプレッサー棟 ムネ





経年２５年整備金額（2032)

		基盤施設 キバン シセツ						研究者共通の研究環境 ケンキュウシャ キョウツウ ケンキュウ カンキョウ						ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ性の高い共通基盤 セイ タカ キョウツウ キバン						KEKB						PF						J-PARC						その他プロジェクト タ												起算年 キサン ネン		2032														（千円） センエン										棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ

		大穂		14		ＰＳ特高変電棟		大穂		11		第１工作棟		大穂		70		電子陽電子入射器棟		大穂		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		大穂		89		ＰＦ電源棟		東海		2		特高受電所 ショ		大穂		1		ＰＳ加速器準備棟				区分 クブン		団地 ダンチ		当番号 トウ バンゴウ		棟名称 ムネ メイショウ		建築面積 ケンチク メンセキ		建築年 ケンチク ネン		構造 コウゾウ		地上
階 チジョウ カイ		地下
階 チカ カイ		百年間の修理費 ヒャクネン カン シュウリヒ		百年間の更新費 ヒャク ネンカン コウシンヒ		1年間のm2当り修理費 ネンカン ア シュウリヒ		1年間のm2当り更新費 ネンカン ア コウシンヒ						14		ＰＳ特高変電棟		213		1979		25		15.975		31.95		11		第１工作棟		571		1971		25		42.825		85.65		70		電子陽電子入射器棟		9525		1980		25		714.375		1428.75		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		571		1984		25		42.825		85.65		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		25		109.35		218.7		1		中央制御棟		1326		2004		25		99.45		198.9		1		ＰＳ加速器準備棟		2930		1970		25		219.75		439.5

		大穂		38		食堂		大穂		12		計算機北棟		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		大穂		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		大穂		91		ＰＦ光源棟		東海		3		ＭＲ第３電源棟		大穂		5		ＰＳ北実験棟				I		大穂		49		管理棟		2510		1976		R		2		0		269,332		799,326		1		3						38		食堂		433		1975		25		32.475		64.95		12		計算機北棟		2080		1972		25		156		312		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		25		123.9		247.8		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		580		1984		25		43.5		87		91		ＰＦ光源棟		9317		1980		25		698.775		1397.55		2		特高受電所 ショ		458		2004		25		34.35		68.7		5		ＰＳ北実験棟		415		1970		25		31.125		62.25

		大穂		49		管理棟		大穂		23		ブースター電源棟		大穂		108		ＡＲ特高変電棟		大穂		127		ＭＲ・９ＳＭ５補助機械棟		大穂		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		東海		4		ＭＲ第２機械棟		大穂		6		Ｓ－１変電棟				IS		大穂		59		研究本館		2762		1978		R		3		0		333,346		989,306		1		4						49		管理棟		2510		1976		25		188.25		376.5		23		ブースター電源棟		256		1972		25		19.2		38.4		108		ＡＲ特高変電棟		347		1983		25		26.025		52.05		127		ＭＲ・９ＳＭ５補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		283		1983		25		21.225		42.45		3		ＭＲ第３電源棟		1879		2005		25		140.925		281.85		6		Ｓ－１変電棟		154		1970		25		11.55		23.1

		大穂		50		更衣室		大穂		25		第１低温棟								大穂		128		ＭＲ・９ＳＭ６補助機械棟		大穂		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		東海		5		ＭＲ第２搬入棟		大穂		8		ＰＳ補助機械棟				PI		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		R		2		0		177,532		768,828		1		6						50		更衣室		14		1976		25		1.05		2.1		25		第１低温棟		160		1972		25		12		24						11524				計 ケイ		864.3		1728.6		128		ＭＲ・９ＳＭ６補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		1453		1983		25		108.975		217.95		4		ＭＲ第２機械棟		713		2005		25		53.475		106.95		8		ＰＳ補助機械棟		190		1971		25		14.25		28.5

		大穂		53		管理棟車庫		大穂		26		高圧ガス第１貯蔵棟								大穂		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		大穂		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		東海 トウカイ		6		RNB実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ				K		大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		S		1		0		134,468		473,944		1		3						53		管理棟車庫		155		1977		25		11.625		23.25		26		高圧ガス第１貯蔵棟		80		1972		25		6		12																129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		178		1984		25		13.35		26.7		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		1625		1983		25		121.875		243.75		5		ＭＲ第２搬入棟		752		2005		25		56.4		112.8		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ		1564		1971		25		117.3		234.6

		大穂		98		職員会館		大穂		28		１号館								大穂		134		富士実験棟		大穂		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		東海 トウカイ		7		ＭＲ第１搬入棟 ダイ ハンニュウトウ		大穂		21		ＰＳ第１補助電源棟				P		大穂		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		RS		1		0		102,617		350,521		1		2						98		職員会館		709		1981		25		53.175		106.35		30		精密試験棟		108		1973		25		8.1		16.2																134		富士実験棟		1840		1984		25		138		276		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		1413		1983		25		105.975		211.95		6		RNB実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		164		2005		25		12.3		24.6		21		ＰＳ第１補助電源棟		107		1972		25		8.025		16.05

		大穂		130		中央受電棟		大穂		30		精密試験棟								大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		大穂		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		東海 トウカイ		8		ＭＲ第３機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		22		ＰＳ第４補助電源棟				J		東海		4		ＭＲ第２機械棟		713		2005		R		1		0		59,168		257,114		1		4						130		中央受電棟		293		1984		25		21.975		43.95		39		ＲＩ実験準備棟		51		1975		25		3.825		7.65																136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		25		125.925		251.85		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		1542		1983		25		115.65		231.3		7		ＭＲ第１搬入棟 ダイ ハンニュウトウ		242		2006		25		18.15		36.3		22		ＰＳ第４補助電源棟		149		1972		25		11.175		22.35

		大穂		194		体育館		大穂		34		２号館								大穂		137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		大穂		221		ＡＲ低温実験棟		東海 トウカイ		9		ハドロン搬入棟 ハンニュウトウ		大穂		24		ＰＳ物理第１低温棟				E		大穂		121		先端加速器試験棟		6007		1983		S		1		0		1,287,470		2,141,072		3		4						194		体育館		1057		1988		25		79.275		158.55		54		工作棟材料倉庫		128		1977		25		9.6		19.2																137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		2271		1984		25		170.325		340.65		221		ＡＲ低温実験棟		90		1982		25		6.75		13.5		8		ＭＲ第３機械棟 ダイ キカイ ムネ		715		2006		25		53.625		107.25		24		ＰＳ物理第１低温棟		275		1972		25		20.625		41.25

		大穂		260		国際交流センター		大穂		39		ＲＩ実験準備棟								大穂		138		筑波実験棟		大穂		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		東海		15		ハドロン第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		27		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ																								平均値 ヘイキンチ		1		4						260		国際交流センター		1521		2003		25		114.075		228.15		57		放射化物加工棟		213		1978		25		15.975		31.95																138		筑波実験棟		1666		1984		25		124.95		249.9		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		24		1983		25		1.8		3.6		9		ハドロン搬入棟 ハンニュウトウ		286		2007		25		21.45		42.9		29		北カウンターホール実験準備棟		428		1973		25		32.1		64.2

		大穂 オオホ		264		職員集会室 ショクイン シュウカイシツ		大穂		54		工作棟材料倉庫								大穂		140		富士物理ボンベ保管庫		大穂		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		東海		16		ハドロン第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		29		北カウンターホール実験準備棟																								平均値(基盤） ヘイキンチ キバン		1		3						264		職員集会室 ショクイン シュウカイシツ		60		2004		25		4.5		9		90		電子陽電子入射器コントロール棟		1257		1980		25		94.275		188.55																140		富士物理ボンベ保管庫		36		1984		25		2.7		5.4		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		15		ハドロン第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		627		2007		25		47.025		94.05		31		ＰＳ第２補助電源棟		107		1973		25		8.025		16.05

		大穂 オオホ		270		納品検収センター車庫 ノウヒン ケンシュウ シャコ		大穂		57		放射化物加工棟								大穂		141		富士第１コンプレッサー棟		大穂		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		東海		17		ハドロン第２機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		31		ＰＳ第２補助電源棟																								平均値（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） ヘイキンチ		1		4						53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		90		1990		25		6.75		13.5		92		放射線管理棟		465		1980		25		34.875		69.75																141		富士第１コンプレッサー棟		121		1984		25		9.075		18.15		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		16		ハドロン第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		412		2007		25		30.9		61.8		35		ＰＳパルス第１電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		大穂		59		研究本館								大穂		145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		大穂		229		ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟		東海		18		ハドロン実験ホール ジッケン		大穂		35		ＰＳパルス第１電源棟																																		55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		220		1975		25		16.5		33		93		放射性廃棄物２保管棟		294		1980		25		22.05		44.1																145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		1679		1985		25		125.925		251.85		229		ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟		298		1993		25		22.35		44.7		17		ハドロン第２機械棟 ダイ キカイ ムネ		386		2007		25		28.95		57.9		36		ＰＳパルス第２電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		大穂		90		電子陽電子入射器コントロール棟								大穂		146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		大穂		231		ＰＦ実験準備棟		東海		19		ＭＲ第２電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		36		ＰＳパルス第２電源棟																																						7275				計 ケイ		545.625		1091.25		99		電子放射性廃水処理棟		213		1981		25		15.975		31.95																146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		2271		1985		25		170.325		340.65		231		ＰＦ実験準備棟		1087		1993		25		81.525		163.05		18		ハドロン実験ホール ジッケン		3462		2007		25		259.65		519.3		37		ＰＳパルス第３電源棟		36		1974		25		2.7		5.4

								大穂		92		放射線管理棟								大穂		147		筑波第１コンプレッサー棟		大穂		233		ＰＦ－ＡＲ実験準備棟		東海		20		ＭＲ第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		37		ＰＳパルス第３電源棟																																																101		第２工作棟		875		1982		25		65.625		131.25																147		筑波第１コンプレッサー棟		121		1985		25		9.075		18.15		233		ＰＦ－ＡＲ実験準備棟		259		1994		25		19.425		38.85		19		ＭＲ第２電源棟 ダイ デンゲン ムネ		1517		2006		25		113.775		227.55		40		ＰＳ第３補助電源棟		119		1975		25		8.925		17.85

								大穂		93		放射性廃棄物２保管棟								大穂		148		日光実験棟		大穂		257		ＰＦ－ＡＲ北西実験棟		東海		21		ＭＲ第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		40		ＰＳ第３補助電源棟																																																102		第２低温棟		894		1982		25		67.05		134.1																148		日光実験棟		1968		1985		25		147.6		295.2		257		ＰＦ－ＡＲ北西実験棟		1038		2002		25		77.85		155.7		20		ＭＲ第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		798		2006		25		59.85		119.7		43		ＰＳ第１ポンプ室		307		1975		25		23.025		46.05

								大穂		99		電子放射性廃水処理棟								大穂		149		大穂実験棟		大穂		262		ＰＦ－ＡＲ共同研究棟		東海		24		ヘリウム回収機械棟 カイシュウ キカイ トウ		大穂		43		ＰＳ第１ポンプ室																																																103		第３工作棟		210		1982		25		15.75		31.5																149		大穂実験棟		2021		1985		25		151.575		303.15		22		ＰＦ－ＡＲ共同研究棟		91		2004		25		6.825		13.65		21		ＭＲ第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		1786		2006		25		133.95		267.9		45		加速器試験実験棟		320		1976		25		24		48

								大穂		101		第２工作棟								大穂		151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		大穂 オオホ		281		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ１機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		27		ニュートリノ第１設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		45		加速器試験実験棟																																																104		高圧ガス第２貯蔵棟		252		1982		25		18.9		37.8																151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		506		1985		25		37.95		75.9						20026				計 ケイ		1501.95		3003.9		24		ヘリウム回収機械棟 カイシュウ キカイ トウ		102		2007		25		7.65		15.3		52		中性子中間子ビームライン制御棟		320		1977		25		24		48

								大穂		102		第２低温棟								大穂		152		ＭＲ・１２ＳＭ７補助機械棟		大穂 オオホ		282		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ２機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		28		ニュートリノ入域管理棟 ハイ イキ カンリ トウ		大穂		52		中性子中間子ビームライン制御棟																																																106		ＰＦ研究棟		841		1982		25		63.075		126.15																152		ＭＲ・１２ＳＭ７補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35																37		長尺ビームライン棟 チョウジャク トウ		294		2007		25		22.05		44.1		56		超伝導・低温・真空実験棟		1068		1978		25		80.1		160.2

								大穂		103		第３工作棟								大穂		153		ＭＲ・１２ＳＭ８補助機械棟		大穂 オオホ		283		ＰＦ－ＡＲ直接入射路制御機器第１収納庫 チョクセツ ニュウシャ ロ セイギョ キキ ダイ シュウノウコ		東海		29		ニュートリノ第２設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		56		超伝導・低温・真空実験棟																																																107		電子陽電子加速器コントロール棟		2513		1983		25		188.475		376.95																153		ＭＲ・１２ＳＭ８補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35																38		設備管理棟 セツビ カンリトウ		83		2007		25		6.225		12.45		58		ＰＳリニアック高周波実験棟		99		1978		25		7.425		14.85

								大穂		104		高圧ガス第２貯蔵棟								大穂		154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		大穂 オオホ		284		ＰＦ－ＡＲ直接入射路第２制御棟 チョクセツ ニュウシャ ロ ダイ セイギョ トウ		東海		30		ニュートリノターゲットステーション棟 ムネ		大穂		58		ＰＳリニアック高周波実験棟																																																118		化学実験棟		789		1983		25		59.175		118.35																154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																39		ハドロン入出管理棟 イリデ カンリ トウ		78		2007		25		5.85		11.7		60		ＰＳ物理第２収納庫		340		1978		25		25.5		51

								大穂		106		ＰＦ研究棟								大穂		155		ＭＲ・Ｄ３電源棟								東海		31		ニュートリノ第３設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		60		ＰＳ物理第２収納庫																																																119		化学薬品庫		90		1983		25		6.75		13.5																155		ＭＲ・Ｄ３電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																								25		0		0		61		ＰＳ市水ポンプ室		26		1979		25		1.95		3.9

								大穂		107		電子陽電子加速器コントロール棟								大穂		156		ＭＲ・３ＳＭ１補助機械棟								東海		32		ニュートリノモニター棟 ムネ		大穂		61		ＰＳ市水ポンプ室																																																120		実験廃液処理棟		306		1983		25		22.95		45.9																156		ＭＲ・３ＳＭ１補助機械棟		190		1997		25		14.25		28.5																								25		0		0		63		先端計測実験棟		3566		1979		25		267.45		534.9

								大穂		118		化学実験棟								大穂		157		ＭＲ・３ＳＭ２補助機械棟								東海		33		ニュートリノ実験準備棟 ジッケン ジュンビ ムネ		大穂		63		先端計測実験棟																																																124		放射性廃棄物３保管棟		587		1983		25		44.025		88.05																157		ＭＲ・３ＳＭ２補助機械棟		190		1997		25		14.25		28.5																								25		0		0		86		ＰＳ第３ポンプ室		112		1980		25		8.4		16.8

								大穂		119		化学薬品庫								大穂		158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟								東海		34		ニュートリノモニター設備棟 セツビ ムネ		大穂		86		ＰＳ第３ポンプ室																																																132		放射線照射棟		351		1984		25		26.325		52.65																158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																								25		0		0		95		加速器南実験棟		683		1981		25		51.225		102.45

								大穂		120		実験廃液処理棟								大穂		159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟								東海		35		ハドロン実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		95		加速器南実験棟																																																133		放射性試料測定棟		872		1984		25		65.4		130.8																159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																								25		0		0		96		偏極陽子機械棟		153		1981		25		11.475		22.95

								大穂		124		放射性廃棄物３保管棟								大穂		160		日光特高変電棟								東海		37		長尺ビームライン棟 チョウジャク トウ		大穂		96		偏極陽子機械棟												現在の未整備積み残し金額 ゲンザイ ミセイビ ツ ノコ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												150		計算機南棟		1773		1985		25		132.975		265.95																160		日光特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																								25		0		0		100		ＰＳ物理第３収納庫		342		1982		25		25.65		51.3

								大穂		132		放射線照射棟								大穂		161		大穂特高変電棟								東海		39		ハドロン入出管理棟 イリデ カンリ トウ		大穂		100		ＰＳ物理第３収納庫				区分 クブン						経年25年以上の面積 ケイネン ネン イジョウ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												180		先端薄膜ターゲット開発棟		216		1986		25		16.2		32.4																161		大穂特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																								25		0		0		114		先端計測開発棟		826		1983		25		61.95		123.9

								大穂		133		放射性試料測定棟								大穂		163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟								東海 トウカイ		44		ハドロンK1.8BR測定棟 ソクテイ トウ		大穂		114		先端計測開発棟				I						7,275		545.625		1091.25		1,637		7,483		31,972																												181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫		15		1986		25		1.125		2.25																163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟		2698		1986		25		202.35		404.7																								25		0		0		121		先端加速器試験棟		6007		1983		25		450.525		901.05

								大穂		150		計算機南棟								大穂		164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟								東海 トウカイ		45		ハドロンK1.8測定機械棟 ソクテイ キカイ トウ		大穂		121		先端加速器試験棟				IS						25,984		1948.8		3897.6		5,846																																182		実験廃液処理棟・薬品庫		15		1986		25		1.125		2.25																164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																								25		0		0		131		ヘリウム機械棟		100		1984		25		7.5		15

								大穂		180		先端薄膜ターゲット開発棟								大穂		166		ＭＲ・Ｄ４電源棟								東海 トウカイ		46		ニュートリノミューオンモニター棟 トウ		大穂		131		ヘリウム機械棟				PI						11,524		864.3		1728.6		2,593		24,489																														184		物品管理庫		459		1987		25		34.425		68.85																166		ＭＲ・Ｄ４電源棟		1679		1986		25		125.925		251.85																								25		0		0		139		南実験準備棟		589		1984		25		44.175		88.35

								大穂		181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫								大穂		167		ＭＲ・Ｄ５電源棟								東海 トウカイ		60		革新型蓄電池実験棟 カクシンガタ チクデンチ ジッケントウ		大穂		139		南実験準備棟				K						30,577		2293.275		4586.55		6,880																																188		放射線モニター第８監視所		13		1988		25		0.975		1.95																167		ＭＲ・Ｄ５電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																				16080				計 ケイ		1206		2412		142		ＰＳキッカー電源棟		80		1984		25		6		12

								大穂		182		実験廃液処理棟・薬品庫								大穂		168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟								東海 トウカイ		61		ヘリウム液化機棟 エキカ キ トウ		大穂		142		ＰＳキッカー電源棟				P						20,026		1501.95		3003.9		4,506																																195		３号館		1454		1989		25		109.05		218.1																168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟		209		1986		25		15.675		31.35																														143		５００ＭｅＶライン電源棟		158		1984		25		11.85		23.7

								大穂		184		物品管理庫								大穂		169		ＭＲ・Ｄ６電源棟								東海 トウカイ		62		ハドロン南実験棟 ミナミ ジッケントウ		大穂		143		５００ＭｅＶライン電源棟				J						16,080		1206		2412		3,618																																225		放射線モニター第５監視所		9		1985		25		0.675		1.35																169		ＭＲ・Ｄ６電源棟		506		1986		25		37.95		75.9																														179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ		50		1985		25		3.75		7.5

								大穂		188		放射線モニター第８監視所								大穂		170		富士ガス混合棟								東海 トウカイ		63		ハドロン第1圧縮機棟 ダイ アッシュクキ トウ		大穂		179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ				E						30,577		2297.4		4594.8		6,892																																226		放射線モニター第６監視所		9		1985		25		0.675		1.35																170		富士ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																														189		４０ＭｅＶライン電源棟		89		1988		25		6.675		13.35

								大穂		195		３号館								大穂		171		日光コンプレッサー棟								東海 トウカイ		64		ハドロン第３機械棟 ダイ キカイ トウ		大穂		189		４０ＭｅＶライン電源棟										※200m2以下も含む イカ フク																																						227		放射線モニター第７監視所		9		1985		25		0.675		1.35																171		日光コンプレッサー棟		121		1986		25		9.075		18.15																														193		ヘリウム回収棟		48		1988		25		3.6		7.2

								大穂		225		放射線モニター第５監視所								大穂		172		日光ガス混合棟								東海 トウカイ		65		ハドロン放射化物保管棟 ホウシャカ ブツ ホカン トウ		大穂		193		ヘリウム回収棟																																																228		放射性廃棄物４保管棟		211		1992		25		15.825		31.65																172		日光ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																														196		北カウンターホール		3276		1989		25		245.7		491.4

								大穂		226		放射線モニター第６監視所								大穂		173		日光ボンベ保管庫								東海 トウカイ		67		ＭＲ第４電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		196		北カウンターホール																																																228		放射性廃棄物４保管棟		211		1992		25		15.825		31.65																173		日光ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																														197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟		234		1989		25		17.55		35.1

								大穂		227		放射線モニター第７監視所								大穂		174		筑波ガス混合棟								東海 トウカイ		68		ＭＲ第５電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟												整備積み金額 セイビ ツ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												241		溶接作業棟		98		1997		25		7.35		14.7																174		筑波ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																														200		ＰＳ井水ポンプ室		48		1989		25		3.6		7.2

								大穂		228		放射性廃棄物４保管棟								大穂		175		筑波ボンベ保管庫								東海 トウカイ		69		ＭＲ第６電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		200		ＰＳ井水ポンプ室				区分 クブン				修理済面積 シュウリ ズミ メンセキ		更新済面積 コウシン ズミ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												245		放射化物使用棟		800		1999		25		60		120																175		筑波ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																														201		静電型貯蔵リング		71		1990		25		5.325		10.65

								大穂		235		第３低温棟								大穂		176		大穂第１コンプレッサー棟														大穂		201		静電型貯蔵リング				I				5694		0		162.2744912842		0		162		1,532		4,994																												246		４号館		2348		2000		25		176.1		352.2																176		大穂第１コンプレッサー棟		189		1986		25		14.175		28.35																														206		薬品庫		11		1971		25		0.825		1.65

								大穂		241		溶接作業棟								大穂		177		大穂ガス混合棟														大穂		206		薬品庫				IS				21998		8,783		626.9255811856		742.8674821636		1,370																																249		低温機器収納庫		40		1999		25		3		6																177		大穂ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																														207		高圧ガスボンベ格納庫		5		1977		25		0.375		0.75

								大穂		245		放射化物使用棟								大穂		178		大穂ボンベ保管庫														大穂		207		高圧ガスボンベ格納庫				PI				11524		0		367.3515628365		0		367		3,462																														250		第４低温棟		335		1999		25		25.125		50.25																178		大穂ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																														212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ		77		1980		25		5.775		11.55

								大穂		246		４号館								大穂		186		電子陽電子加速器実験準備棟														大穂		212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ				K				29236		0		931.958546606		0		932																																251		熱中性子標準棟		48		1999		25		3.6		7.2																186		電子陽電子加速器実験準備棟		254		1988		25		19.05		38.1																														214		ＰＳ第１ボンベ保管庫		9		1981		25		0.675		1.35

								大穂		249		低温機器収納庫								大穂		187		日光ポンプ室														大穂		214		ＰＳ第１ボンベ保管庫				P				18638		0		594.1251673157		0		594																																252		第４低温棟電源収納庫		50		2000		25		3.75		7.5																187		日光ポンプ室		59		1988		25		4.425		8.85																														215		ＰＳ第２ボンベ保管庫		8		1981		25		0.6		1.2

								大穂		250		第４低温棟								大穂		192		日光高圧ガス貯蔵棟														大穂		215		ＰＳ第２ボンベ保管庫				J						0		0		0		0																																256		油脂庫		12		2001		25		0.9		1.8																192		日光高圧ガス貯蔵棟		122		1988		25		9.15		18.3																														216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ		37		1981		25		2.775		5.55

								大穂		251		熱中性子標準棟								大穂		199		富士加速器ボンベ保管庫														大穂		216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ				E				29,236		6,948		931.958546606		636.6710806202		1,569																																261		窒素コンプレッサー室		29		2003		25		2.175		4.35																199		富士加速器ボンベ保管庫		10		1989		25		0.75		1.5																														217		薬注庫		10		1981		25		0.75		1.5

								大穂		252		第４低温棟電源収納庫								大穂		202		筑波第２コンプレッサー棟														大穂		217		薬注庫										※200m2以下も含む イカ フク																																						263		PS廃水処理施設内ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ倉庫		15		2004		25		1.125		2.25																202		筑波第２コンプレッサー棟		71		1990		25		5.325		10.65																														218		発生材保管庫		26		1981		25		1.95		3.9

								大穂		256		油脂庫								大穂		203		富士第２コンプレッサー棟														大穂		218		発生材保管庫																																																50		1号館 ゴウカン		2035		1976		25		152.625		305.25																203		富士第２コンプレッサー棟		71		1990		25		5.325		10.65																														219		都市ガス第２減圧装置格納庫		8		1982		25		0.6		1.2

								大穂		261		窒素コンプレッサー室								大穂		204		加速器小保管棟														大穂		219		都市ガス第２減圧装置格納庫																																																51		1号館アネックス ゴウカン		18		1976		25		1.35		2.7																204		加速器小保管棟		15		1990		25		1.125		2.25																														220		荷電変換電源棟		80		1982		25		6		12

								大穂		263		PS廃水処理施設内ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ倉庫								大穂		230		Ｄ７高周波実験棟														大穂		220		荷電変換電源棟																																																52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ		997		1970		25		74.775		149.55																230		Ｄ７高周波実験棟		196		1993		25		14.7		29.4																														232		都市ガス第３減圧装置格納庫		9		1994		25		0.675		1.35

								大穂 オオホ		269		ヘリウム貯蔵庫 チョゾウコ								大穂		259		ＫＥＫＢ展示室														大穂		232		都市ガス第３減圧装置格納庫																																																54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ		93		1987		25		6.975		13.95																239		分散隔離制御室６ＬＣ３		27		1997		25		2.025		4.05																														236		ＥＲＬ開発棟ヘリウム回収容器保管庫 カイハツ トウ		54		1996		25		4.05		8.1

								東海		1		中央制御棟								大穂 オオホ		271		ＱＣＳコンプレッサー棟 トウ														大穂		236		ＥＲＬ開発棟ヘリウム回収容器保管庫 カイハツ トウ																																																56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ		216		1988		25		16.2		32.4																240		分散隔離制御室６ＬＣ４		27		1997		25		2.025		4.05																														237		物理共通小実験準備棟		150		1997		25		11.25		22.5

								東海		36		放射線測定棟 ホウシャセン ソクテイ トウ								大穂 オオホ		272		３Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		238		物理共通小実験準備棟																																																				25984				計 ケイ		1948.8		3897.6																259		ＫＥＫＢ展示室		151		2002		25		11.325		22.65																														242		ニュートリノ機械室(１)		101		1997		25		7.575		15.15

								東海		38		設備管理棟 セツビ カンリトウ								大穂 オオホ		273		６Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		239		分散隔離制御室６ＬＣ３																																																																																30577				計 ケイ		2293.275		4586.55																														243		ニュートリノ機械室(２)		152		1997		25		11.4		22.8

								東海 トウカイ		50		1号館 ゴウカン								大穂 オオホ		274		９Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		240		分散隔離制御室６ＬＣ４																																																																																																																						244		ニュートリノ電源棟		515		1998		25		38.625		77.25

								東海 トウカイ		51		1号館アネックス ゴウカン								大穂 オオホ		275		１２Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		242		ニュートリノ機械室(１)																																																																																																																						247		超伝導リニアック試験施設棟		2078		2000		25		155.85		311.7

								東海 トウカイ		52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ								大穂 オオホ		276		ＤＲ電源棟 デンゲン トウ														大穂		243		ニュートリノ機械室(２)																																																																																																																						248		超伝導リニアック試験施設棟機械棟		581		2000		25		43.575		87.15

								東海 トウカイ		54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ								大穂 オオホ		277		ＤＲ機械棟 キカイ トウ														大穂		244		ニュートリノ電源棟																																																																																																																						253		回路倉庫		119		2000		25		8.925		17.85

								東海 トウカイ		56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ								大穂 オオホ		278		Ｍ２－２機械棟 キカイ トウ														大穂		247		超伝導リニアック試験施設棟																																																																																																																						254		ブースター第２電源棟		91		2000		25		6.825		13.65

								東海 トウカイ		66		加速器運転準備棟 カソクキ ウンテン ジュンビ トウ								大穂 オオホ		279		Ｍ４－２機械棟 キカイ トウ														大穂		248		超伝導リニアック試験施設棟機械棟																																																																																																																						255		構造生物実験準備棟		764		2001		25		57.3		114.6

																																						大穂		253		回路倉庫																																																																																																																						258		ニュートリノ展示室		33		2001		25		2.475		4.95

																																						大穂		254		ブースター第２電源棟																																																																																																																						265		超伝導リニアック試験施設棟コンプレッサー棟 チョウデンドウ シケン シセツ ムネ ムネ		106		2005		25		7.95		15.9

																																						大穂		255		構造生物実験準備棟																																																																																																																						266		ターゲット保管棟		31		2006		25		2.325		4.65

																																						大穂		258		ニュートリノ展示室																																																																																																																						267		電解研磨外部設備棟		79		2007		25		5.925		11.85

																																						大穂 オオホ		265		超伝導リニアック試験施設棟コンプレッサー棟 チョウデンドウ シケン シセツ ムネ ムネ																																																																																																																						268		電解研磨保管庫		24		2007		25		1.8		3.6

																																						大穂 オオホ		266		ターゲット保管棟

																																						大穂 オオホ		267		電解研磨外部設備棟

																																						大穂 オオホ		268		電解研磨保管庫

																																						大穂 オオホ		280		超伝導加速器利用促進化推進棟 チョウデンドウ カソクキ リヨウ ソクシンカ スイシントウ

																																						大穂 オオホ		285		超伝導加速器利用促進化推進棟コンプレッサー棟 ムネ																																																																																																																														25		0		0

																																																																																																																																																																								計 ケイ		2297.4		4594.8





経年２５年整備金額（2037)

		基盤施設 キバン シセツ						研究者共通の研究環境 ケンキュウシャ キョウツウ ケンキュウ カンキョウ						ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ性の高い共通基盤 セイ タカ キョウツウ キバン						KEKB						PF						J-PARC						その他プロジェクト タ												起算年 キサン ネン		2037														（千円） センエン										棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ

		大穂		14		ＰＳ特高変電棟		大穂		11		第１工作棟		大穂		70		電子陽電子入射器棟		大穂		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		大穂		89		ＰＦ電源棟		東海		2		特高受電所 ショ		大穂		1		ＰＳ加速器準備棟				区分 クブン		団地 ダンチ		当番号 トウ バンゴウ		棟名称 ムネ メイショウ		建築面積 ケンチク メンセキ		建築年 ケンチク ネン		構造 コウゾウ		地上
階 チジョウ カイ		地下
階 チカ カイ		百年間の修理費 ヒャクネン カン シュウリヒ		百年間の更新費 ヒャク ネンカン コウシンヒ		1年間のm2当り修理費 ネンカン ア シュウリヒ		1年間のm2当り更新費 ネンカン ア コウシンヒ						14		ＰＳ特高変電棟		213		1979		25		15.975		31.95		11		第１工作棟		571		1971		25		42.825		85.65		70		電子陽電子入射器棟		9525		1980		25		714.375		1428.75		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		571		1984		25		42.825		85.65		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		25		109.35		218.7		1		中央制御棟		1326		2004		25		99.45		198.9		1		ＰＳ加速器準備棟		2930		1970		25		219.75		439.5

		大穂		38		食堂		大穂		12		計算機北棟		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		大穂		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		大穂		91		ＰＦ光源棟		東海		3		ＭＲ第３電源棟		大穂		5		ＰＳ北実験棟				I		大穂		49		管理棟		2510		1976		R		2		0		269,332		799,326		1		3						38		食堂		433		1975		25		32.475		64.95		12		計算機北棟		2080		1972		25		156		312		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		25		123.9		247.8		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		580		1984		25		43.5		87		91		ＰＦ光源棟		9317		1980		25		698.775		1397.55		2		特高受電所 ショ		458		2004		25		34.35		68.7		5		ＰＳ北実験棟		415		1970		25		31.125		62.25

		大穂		49		管理棟		大穂		23		ブースター電源棟		大穂		108		ＡＲ特高変電棟		大穂		127		ＭＲ・９ＳＭ５補助機械棟		大穂		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		東海		4		ＭＲ第２機械棟		大穂		6		Ｓ－１変電棟				IS		大穂		59		研究本館		2762		1978		R		3		0		333,346		989,306		1		4						49		管理棟		2510		1976		25		188.25		376.5		23		ブースター電源棟		256		1972		25		19.2		38.4		108		ＡＲ特高変電棟		347		1983		25		26.025		52.05		127		ＭＲ・９ＳＭ５補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		283		1983		25		21.225		42.45		3		ＭＲ第３電源棟		1879		2005		25		140.925		281.85		6		Ｓ－１変電棟		154		1970		25		11.55		23.1

		大穂		50		更衣室		大穂		25		第１低温棟								大穂		128		ＭＲ・９ＳＭ６補助機械棟		大穂		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		東海		5		ＭＲ第２搬入棟		大穂		8		ＰＳ補助機械棟				PI		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		R		2		0		177,532		768,828		1		6						50		更衣室		14		1976		25		1.05		2.1		25		第１低温棟		160		1972		25		12		24						11524				計 ケイ		864.3		1728.6		128		ＭＲ・９ＳＭ６補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		1453		1983		25		108.975		217.95		4		ＭＲ第２機械棟		713		2005		25		53.475		106.95		8		ＰＳ補助機械棟		190		1971		25		14.25		28.5

		大穂		53		管理棟車庫		大穂		26		高圧ガス第１貯蔵棟								大穂		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		大穂		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		東海 トウカイ		6		RNB実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ				K		大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		S		1		0		134,468		473,944		1		3						53		管理棟車庫		155		1977		25		11.625		23.25		26		高圧ガス第１貯蔵棟		80		1972		25		6		12																129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		178		1984		25		13.35		26.7		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		1625		1983		25		121.875		243.75		5		ＭＲ第２搬入棟		752		2005		25		56.4		112.8		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ		1564		1971		25		117.3		234.6

		大穂		98		職員会館		大穂		28		１号館								大穂		134		富士実験棟		大穂		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		東海 トウカイ		7		ＭＲ第１搬入棟 ダイ ハンニュウトウ		大穂		21		ＰＳ第１補助電源棟				P		大穂		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		RS		1		0		102,617		350,521		1		2						98		職員会館		709		1981		25		53.175		106.35		30		精密試験棟		108		1973		25		8.1		16.2																134		富士実験棟		1840		1984		25		138		276		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		1413		1983		25		105.975		211.95		6		RNB実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		164		2005		25		12.3		24.6		21		ＰＳ第１補助電源棟		107		1972		25		8.025		16.05

		大穂		130		中央受電棟		大穂		30		精密試験棟								大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		大穂		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		東海 トウカイ		8		ＭＲ第３機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		22		ＰＳ第４補助電源棟				J		東海		4		ＭＲ第２機械棟		713		2005		R		1		0		59,168		257,114		1		4						130		中央受電棟		293		1984		25		21.975		43.95		39		ＲＩ実験準備棟		51		1975		25		3.825		7.65																136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		25		125.925		251.85		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		1542		1983		25		115.65		231.3		7		ＭＲ第１搬入棟 ダイ ハンニュウトウ		242		2006		25		18.15		36.3		22		ＰＳ第４補助電源棟		149		1972		25		11.175		22.35

		大穂		194		体育館		大穂		34		２号館								大穂		137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		大穂		221		ＡＲ低温実験棟		東海 トウカイ		9		ハドロン搬入棟 ハンニュウトウ		大穂		24		ＰＳ物理第１低温棟				E		大穂		121		先端加速器試験棟		6007		1983		S		1		0		1,287,470		2,141,072		3		4						194		体育館		1057		1988		25		79.275		158.55		54		工作棟材料倉庫		128		1977		25		9.6		19.2																137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		2271		1984		25		170.325		340.65		221		ＡＲ低温実験棟		90		1982		25		6.75		13.5		8		ＭＲ第３機械棟 ダイ キカイ ムネ		715		2006		25		53.625		107.25		24		ＰＳ物理第１低温棟		275		1972		25		20.625		41.25

		大穂		260		国際交流センター		大穂		39		ＲＩ実験準備棟								大穂		138		筑波実験棟		大穂		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		東海		15		ハドロン第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		27		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ																								平均値 ヘイキンチ		1		4						260		国際交流センター		1521		2003		25		114.075		228.15		57		放射化物加工棟		213		1978		25		15.975		31.95																138		筑波実験棟		1666		1984		25		124.95		249.9		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		24		1983		25		1.8		3.6		9		ハドロン搬入棟 ハンニュウトウ		286		2007		25		21.45		42.9		29		北カウンターホール実験準備棟		428		1973		25		32.1		64.2

		大穂 オオホ		264		職員集会室 ショクイン シュウカイシツ		大穂		54		工作棟材料倉庫								大穂		140		富士物理ボンベ保管庫		大穂		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		東海		16		ハドロン第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		29		北カウンターホール実験準備棟																								平均値(基盤） ヘイキンチ キバン		1		3						264		職員集会室 ショクイン シュウカイシツ		60		2004		25		4.5		9		90		電子陽電子入射器コントロール棟		1257		1980		25		94.275		188.55																140		富士物理ボンベ保管庫		36		1984		25		2.7		5.4		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		15		ハドロン第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		627		2007		25		47.025		94.05		31		ＰＳ第２補助電源棟		107		1973		25		8.025		16.05

		大穂 オオホ		270		納品検収センター車庫 ノウヒン ケンシュウ シャコ		大穂		57		放射化物加工棟								大穂		141		富士第１コンプレッサー棟		大穂		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		東海		17		ハドロン第２機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		31		ＰＳ第２補助電源棟																								平均値（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） ヘイキンチ		1		4						270		納品検収センター車庫 ノウヒン ケンシュウ シャコ		106		2010		25		7.95		15.9		92		放射線管理棟		465		1980		25		34.875		69.75																141		富士第１コンプレッサー棟		121		1984		25		9.075		18.15		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		16		ハドロン第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		412		2007		25		30.9		61.8		35		ＰＳパルス第１電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		大穂		59		研究本館								大穂		145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		大穂		229		ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟		東海		18		ハドロン実験ホール ジッケン		大穂		35		ＰＳパルス第１電源棟																																		53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		90		1990		25		6.75		13.5		93		放射性廃棄物２保管棟		294		1980		25		22.05		44.1																145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		1679		1985		25		125.925		251.85		229		ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟		298		1993		25		22.35		44.7		17		ハドロン第２機械棟 ダイ キカイ ムネ		386		2007		25		28.95		57.9		36		ＰＳパルス第２電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		大穂		90		電子陽電子入射器コントロール棟								大穂		146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		大穂		231		ＰＦ実験準備棟		東海		19		ＭＲ第２電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		36		ＰＳパルス第２電源棟																																		55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		220		1975		25		16.5		33		99		電子放射性廃水処理棟		213		1981		25		15.975		31.95																146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		2271		1985		25		170.325		340.65		231		ＰＦ実験準備棟		1087		1993		25		81.525		163.05		18		ハドロン実験ホール ジッケン		3462		2007		25		259.65		519.3		37		ＰＳパルス第３電源棟		36		1974		25		2.7		5.4

								大穂		92		放射線管理棟								大穂		147		筑波第１コンプレッサー棟		大穂		233		ＰＦ－ＡＲ実験準備棟		東海		20		ＭＲ第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		37		ＰＳパルス第３電源棟																																						7381				計 ケイ		553.575		1107.15		101		第２工作棟		875		1982		25		65.625		131.25																147		筑波第１コンプレッサー棟		121		1985		25		9.075		18.15		233		ＰＦ－ＡＲ実験準備棟		259		1994		25		19.425		38.85		19		ＭＲ第２電源棟 ダイ デンゲン ムネ		1517		2006		25		113.775		227.55		40		ＰＳ第３補助電源棟		119		1975		25		8.925		17.85

								大穂		93		放射性廃棄物２保管棟								大穂		148		日光実験棟		大穂		257		ＰＦ－ＡＲ北西実験棟		東海		21		ＭＲ第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		40		ＰＳ第３補助電源棟																																																102		第２低温棟		894		1982		25		67.05		134.1																148		日光実験棟		1968		1985		25		147.6		295.2		257		ＰＦ－ＡＲ北西実験棟		1038		2002		25		77.85		155.7		20		ＭＲ第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		798		2006		25		59.85		119.7		43		ＰＳ第１ポンプ室		307		1975		25		23.025		46.05

								大穂		99		電子放射性廃水処理棟								大穂		149		大穂実験棟		大穂		262		ＰＦ－ＡＲ共同研究棟		東海		24		ヘリウム回収機械棟 カイシュウ キカイ トウ		大穂		43		ＰＳ第１ポンプ室																																																103		第３工作棟		210		1982		25		15.75		31.5																149		大穂実験棟		2021		1985		25		151.575		303.15		22		ＰＦ－ＡＲ共同研究棟		91		2004		25		6.825		13.65		21		ＭＲ第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		1786		2006		25		133.95		267.9		45		加速器試験実験棟		320		1976		25		24		48

								大穂		101		第２工作棟								大穂		151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		大穂 オオホ		281		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ１機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		27		ニュートリノ第１設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		45		加速器試験実験棟																																																104		高圧ガス第２貯蔵棟		252		1982		25		18.9		37.8																151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		506		1985		25		37.95		75.9						20026				計 ケイ		1501.95		3003.9		24		ヘリウム回収機械棟 カイシュウ キカイ トウ		102		2007		25		7.65		15.3		52		中性子中間子ビームライン制御棟		320		1977		25		24		48

								大穂		102		第２低温棟								大穂		152		ＭＲ・１２ＳＭ７補助機械棟		大穂 オオホ		282		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ２機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		28		ニュートリノ入域管理棟 ハイ イキ カンリ トウ		大穂		52		中性子中間子ビームライン制御棟																																																106		ＰＦ研究棟		841		1982		25		63.075		126.15																152		ＭＲ・１２ＳＭ７補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35																37		長尺ビームライン棟 チョウジャク トウ		294		2007		25		22.05		44.1		56		超伝導・低温・真空実験棟		1068		1978		25		80.1		160.2

								大穂		103		第３工作棟								大穂		153		ＭＲ・１２ＳＭ８補助機械棟		大穂 オオホ		283		ＰＦ－ＡＲ直接入射路制御機器第１収納庫 チョクセツ ニュウシャ ロ セイギョ キキ ダイ シュウノウコ		東海		29		ニュートリノ第２設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		56		超伝導・低温・真空実験棟																																																107		電子陽電子加速器コントロール棟		2513		1983		25		188.475		376.95																153		ＭＲ・１２ＳＭ８補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35																38		設備管理棟 セツビ カンリトウ		83		2007		25		6.225		12.45		58		ＰＳリニアック高周波実験棟		99		1978		25		7.425		14.85

								大穂		104		高圧ガス第２貯蔵棟								大穂		154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		大穂 オオホ		284		ＰＦ－ＡＲ直接入射路第２制御棟 チョクセツ ニュウシャ ロ ダイ セイギョ トウ		東海		30		ニュートリノターゲットステーション棟 ムネ		大穂		58		ＰＳリニアック高周波実験棟																																																118		化学実験棟		789		1983		25		59.175		118.35																154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																39		ハドロン入出管理棟 イリデ カンリ トウ		78		2007		25		5.85		11.7		60		ＰＳ物理第２収納庫		340		1978		25		25.5		51

								大穂		106		ＰＦ研究棟								大穂		155		ＭＲ・Ｄ３電源棟								東海		31		ニュートリノ第３設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		60		ＰＳ物理第２収納庫																																																119		化学薬品庫		90		1983		25		6.75		13.5																155		ＭＲ・Ｄ３電源棟		506		1985		25		37.95		75.9																27		ニュートリノ第１設備棟 ダイ セツビ ムネ		1317		2008		25		98.775		197.55		61		ＰＳ市水ポンプ室		26		1979		25		1.95		3.9

								大穂		107		電子陽電子加速器コントロール棟								大穂		156		ＭＲ・３ＳＭ１補助機械棟								東海		32		ニュートリノモニター棟 ムネ		大穂		61		ＰＳ市水ポンプ室																																																120		実験廃液処理棟		306		1983		25		22.95		45.9																156		ＭＲ・３ＳＭ１補助機械棟		190		1997		25		14.25		28.5																28		ニュートリノ入域管理棟 ハイ イキ カンリ トウ		68		2008		25		5.1		10.2		63		先端計測実験棟		3566		1979		25		267.45		534.9

								大穂		118		化学実験棟								大穂		157		ＭＲ・３ＳＭ２補助機械棟								東海		33		ニュートリノ実験準備棟 ジッケン ジュンビ ムネ		大穂		63		先端計測実験棟																																																124		放射性廃棄物３保管棟		587		1983		25		44.025		88.05																157		ＭＲ・３ＳＭ２補助機械棟		190		1997		25		14.25		28.5																29		ニュートリノ第２設備棟 ダイ セツビ ムネ		1024		2008		25		76.8		153.6		86		ＰＳ第３ポンプ室		112		1980		25		8.4		16.8

								大穂		119		化学薬品庫								大穂		158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟								東海		34		ニュートリノモニター設備棟 セツビ ムネ		大穂		86		ＰＳ第３ポンプ室																																																132		放射線照射棟		351		1984		25		26.325		52.65																158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																30		ニュートリノターゲットステーション棟 ムネ		920		2008		25		69		138		95		加速器南実験棟		683		1981		25		51.225		102.45

								大穂		120		実験廃液処理棟								大穂		159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟								東海		35		ハドロン実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		95		加速器南実験棟																																																133		放射性試料測定棟		872		1984		25		65.4		130.8																159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																31		ニュートリノ第３設備棟 ダイ セツビ ムネ		247		2008		25		18.525		37.05		96		偏極陽子機械棟		153		1981		25		11.475		22.95

								大穂		124		放射性廃棄物３保管棟								大穂		160		日光特高変電棟								東海		37		長尺ビームライン棟 チョウジャク トウ		大穂		96		偏極陽子機械棟												現在の未整備積み残し金額 ゲンザイ ミセイビ ツ ノコ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												150		計算機南棟		1773		1985		25		132.975		265.95																160		日光特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																32		ニュートリノモニター棟 ムネ		624		2008		25		46.8		93.6		100		ＰＳ物理第３収納庫		342		1982		25		25.65		51.3

								大穂		132		放射線照射棟								大穂		161		大穂特高変電棟								東海		39		ハドロン入出管理棟 イリデ カンリ トウ		大穂		100		ＰＳ物理第３収納庫				区分 クブン						経年25年以上の面積 ケイネン ネン イジョウ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												180		先端薄膜ターゲット開発棟		216		1986		25		16.2		32.4																161		大穂特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																33		ニュートリノ実験準備棟 ジッケン ジュンビ ムネ		359		2008		25		26.925		53.85		114		先端計測開発棟		826		1983		25		61.95		123.9

								大穂		133		放射性試料測定棟								大穂		163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟								東海 トウカイ		44		ハドロンK1.8BR測定棟 ソクテイ トウ		大穂		114		先端計測開発棟				I						7,381		553.575		1107.15		1,661		7,616		33,460																												181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫		15		1986		25		1.125		2.25																163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟		2698		1986		25		202.35		404.7																34		ニュートリノモニター設備棟 セツビ ムネ		90		2008		25		6.75		13.5		121		先端加速器試験棟		6007		1983		25		450.525		901.05

								大穂		150		計算機南棟								大穂		164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟								東海 トウカイ		45		ハドロンK1.8測定機械棟 ソクテイ キカイ トウ		大穂		121		先端加速器試験棟				IS						26,468		1985.1		3970.2		5,955																																182		実験廃液処理棟・薬品庫		15		1986		25		1.125		2.25																164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																35		ハドロン実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		330		2008		25		24.75		49.5		131		ヘリウム機械棟		100		1984		25		7.5		15

								大穂		180		先端薄膜ターゲット開発棟								大穂		166		ＭＲ・Ｄ４電源棟								東海 トウカイ		46		ニュートリノミューオンモニター棟 トウ		大穂		131		ヘリウム機械棟				PI						11,524		864.3		1728.6		2,593		25,844																														184		物品管理庫		459		1987		25		34.425		68.85																166		ＭＲ・Ｄ４電源棟		1679		1986		25		125.925		251.85																44		ハドロンK1.8BR測定棟 ソクテイ トウ		76		2008		25		5.7		11.4		139		南実験準備棟		589		1984		25		44.175		88.35

								大穂		181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫								大穂		167		ＭＲ・Ｄ５電源棟								東海 トウカイ		60		革新型蓄電池実験棟 カクシンガタ チクデンチ ジッケントウ		大穂		139		南実験準備棟				K						30,577		2293.275		4586.55		6,880																																188		放射線モニター第８監視所		13		1988		25		0.975		1.95																167		ＭＲ・Ｄ５電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																45		ハドロンK1.8測定機械棟 ソクテイ キカイ トウ		113		2009		25		8.475		16.95		142		ＰＳキッカー電源棟		80		1984		25		6		12

								大穂		182		実験廃液処理棟・薬品庫								大穂		168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟								東海 トウカイ		61		ヘリウム液化機棟 エキカ キ トウ		大穂		142		ＰＳキッカー電源棟				P						20,026		1501.95		3003.9		4,506																																195		３号館		1454		1989		25		109.05		218.1																168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟		209		1986		25		15.675		31.35																46		ニュートリノミューオンモニター棟 トウ		14		2008		25		1.05		2.1		143		５００ＭｅＶライン電源棟		158		1984		25		11.85		23.7

								大穂		184		物品管理庫								大穂		169		ＭＲ・Ｄ６電源棟								東海 トウカイ		62		ハドロン南実験棟 ミナミ ジッケントウ		大穂		143		５００ＭｅＶライン電源棟				J						22,102		1657.65		3315.3		4,973																																225		放射線モニター第５監視所		9		1985		25		0.675		1.35																169		ＭＲ・Ｄ６電源棟		506		1986		25		37.95		75.9																60		革新型蓄電池実験棟 カクシンガタ チクデンチ ジッケントウ		613		2010		25		45.975		91.95		179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ		50		1985		25		3.75		7.5

								大穂		188		放射線モニター第８監視所								大穂		170		富士ガス混合棟								東海 トウカイ		63		ハドロン第1圧縮機棟 ダイ アッシュクキ トウ		大穂		179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ				E						30,577		2297.4		4594.8		6,892																																226		放射線モニター第６監視所		9		1985		25		0.675		1.35																170		富士ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																61		ヘリウム液化機棟 エキカ キ トウ		227		2011		25		17.025		34.05		189		４０ＭｅＶライン電源棟		89		1988		25		6.675		13.35

								大穂		195		３号館								大穂		171		日光コンプレッサー棟								東海 トウカイ		64		ハドロン第３機械棟 ダイ キカイ トウ		大穂		189		４０ＭｅＶライン電源棟										※200m2以下も含む イカ フク																																						227		放射線モニター第７監視所		9		1985		25		0.675		1.35																171		日光コンプレッサー棟		121		1986		25		9.075		18.15																				22102				計 ケイ		1657.65		3315.3		193		ヘリウム回収棟		48		1988		25		3.6		7.2

								大穂		225		放射線モニター第５監視所								大穂		172		日光ガス混合棟								東海 トウカイ		65		ハドロン放射化物保管棟 ホウシャカ ブツ ホカン トウ		大穂		193		ヘリウム回収棟																																																228		放射性廃棄物４保管棟		211		1992		25		15.825		31.65																172		日光ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																														196		北カウンターホール		3276		1989		25		245.7		491.4

								大穂		226		放射線モニター第６監視所								大穂		173		日光ボンベ保管庫								東海 トウカイ		67		ＭＲ第４電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		196		北カウンターホール																																																228		放射性廃棄物４保管棟		211		1992		25		15.825		31.65																173		日光ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																														197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟		234		1989		25		17.55		35.1

								大穂		227		放射線モニター第７監視所								大穂		174		筑波ガス混合棟								東海 トウカイ		68		ＭＲ第５電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟												整備積み金額 セイビ ツ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												241		溶接作業棟		98		1997		25		7.35		14.7																174		筑波ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																														200		ＰＳ井水ポンプ室		48		1989		25		3.6		7.2

								大穂		228		放射性廃棄物４保管棟								大穂		175		筑波ボンベ保管庫								東海 トウカイ		69		ＭＲ第６電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		200		ＰＳ井水ポンプ室				区分 クブン				修理済面積 シュウリ ズミ メンセキ		更新済面積 コウシン ズミ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												245		放射化物使用棟		800		1999		25		60		120																175		筑波ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																														201		静電型貯蔵リング		71		1990		25		5.325		10.65

								大穂		235		第３低温棟								大穂		176		大穂第１コンプレッサー棟														大穂		201		静電型貯蔵リング				I				5694		0		162.2744912842		0		162		1,532		4,994																												246		４号館		2348		2000		25		176.1		352.2																176		大穂第１コンプレッサー棟		189		1986		25		14.175		28.35																														206		薬品庫		11		1971		25		0.825		1.65

								大穂		241		溶接作業棟								大穂		177		大穂ガス混合棟														大穂		206		薬品庫				IS				21998		8,783		626.9255811856		742.8674821636		1,370																																249		低温機器収納庫		40		1999		25		3		6																177		大穂ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																														207		高圧ガスボンベ格納庫		5		1977		25		0.375		0.75

								大穂		245		放射化物使用棟								大穂		178		大穂ボンベ保管庫														大穂		207		高圧ガスボンベ格納庫				PI				11524		0		367.3515628365		0		367		3,462																														250		第４低温棟		335		1999		25		25.125		50.25																178		大穂ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																														212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ		77		1980		25		5.775		11.55

								大穂		246		４号館								大穂		186		電子陽電子加速器実験準備棟														大穂		212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ				K				29236		0		931.958546606		0		932																																251		熱中性子標準棟		48		1999		25		3.6		7.2																186		電子陽電子加速器実験準備棟		254		1988		25		19.05		38.1																														214		ＰＳ第１ボンベ保管庫		9		1981		25		0.675		1.35

								大穂		249		低温機器収納庫								大穂		187		日光ポンプ室														大穂		214		ＰＳ第１ボンベ保管庫				P				18638		0		594.1251673157		0		594																																252		第４低温棟電源収納庫		50		2000		25		3.75		7.5																187		日光ポンプ室		59		1988		25		4.425		8.85																														215		ＰＳ第２ボンベ保管庫		8		1981		25		0.6		1.2

								大穂		250		第４低温棟								大穂		192		日光高圧ガス貯蔵棟														大穂		215		ＰＳ第２ボンベ保管庫				J						0		0		0		0																																256		油脂庫		12		2001		25		0.9		1.8																192		日光高圧ガス貯蔵棟		122		1988		25		9.15		18.3																														216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ		37		1981		25		2.775		5.55

								大穂		251		熱中性子標準棟								大穂		199		富士加速器ボンベ保管庫														大穂		216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ				E				29,236		6,948		931.958546606		636.6710806202		1,569																																261		窒素コンプレッサー室		29		2003		25		2.175		4.35																199		富士加速器ボンベ保管庫		10		1989		25		0.75		1.5																														217		薬注庫		10		1981		25		0.75		1.5

								大穂		252		第４低温棟電源収納庫								大穂		202		筑波第２コンプレッサー棟														大穂		217		薬注庫										※200m2以下も含む イカ フク																																						263		PS廃水処理施設内ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ倉庫		15		2004		25		1.125		2.25																202		筑波第２コンプレッサー棟		71		1990		25		5.325		10.65																														218		発生材保管庫		26		1981		25		1.95		3.9

								大穂		256		油脂庫								大穂		203		富士第２コンプレッサー棟														大穂		218		発生材保管庫																																																269		ヘリウム貯蔵庫 チョゾウコ		82		2008		25		6.15		12.3																203		富士第２コンプレッサー棟		71		1990		25		5.325		10.65																														219		都市ガス第２減圧装置格納庫		8		1982		25		0.6		1.2

								大穂		261		窒素コンプレッサー室								大穂		204		加速器小保管棟														大穂		219		都市ガス第２減圧装置格納庫																																																36		放射線測定棟 ホウシャセン ソクテイ トウ		402		2008		25		30.15		60.3																204		加速器小保管棟		15		1990		25		1.125		2.25																														220		荷電変換電源棟		80		1982		25		6		12

								大穂		263		PS廃水処理施設内ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ倉庫								大穂		230		Ｄ７高周波実験棟														大穂		220		荷電変換電源棟																																																50		1号館 ゴウカン		2035		1976		25		152.625		305.25																230		Ｄ７高周波実験棟		196		1993		25		14.7		29.4																														232		都市ガス第３減圧装置格納庫		9		1994		25		0.675		1.35

								大穂 オオホ		269		ヘリウム貯蔵庫 チョゾウコ								大穂		259		ＫＥＫＢ展示室														大穂		232		都市ガス第３減圧装置格納庫																																																51		1号館アネックス ゴウカン		18		1976		25		1.35		2.7																239		分散隔離制御室６ＬＣ３		27		1997		25		2.025		4.05																														236		ＥＲＬ開発棟ヘリウム回収容器保管庫 カイハツ トウ		54		1996		25		4.05		8.1

								東海		1		中央制御棟								大穂 オオホ		271		ＱＣＳコンプレッサー棟 トウ														大穂		236		ＥＲＬ開発棟ヘリウム回収容器保管庫 カイハツ トウ																																																52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ		997		1970		25		74.775		149.55																240		分散隔離制御室６ＬＣ４		27		1997		25		2.025		4.05																														237		物理共通小実験準備棟		150		1997		25		11.25		22.5

								東海		36		放射線測定棟 ホウシャセン ソクテイ トウ								大穂 オオホ		272		３Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		238		物理共通小実験準備棟																																																54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ		93		1987		25		6.975		13.95																259		ＫＥＫＢ展示室		151		2002		25		11.325		22.65																														242		ニュートリノ機械室(１)		101		1997		25		7.575		15.15

								東海		38		設備管理棟 セツビ カンリトウ								大穂 オオホ		273		６Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		239		分散隔離制御室６ＬＣ３																																																56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ		216		1988		25		16.2		32.4																				30577				計 ケイ		2293.275		4586.55																														243		ニュートリノ機械室(２)		152		1997		25		11.4		22.8

								東海 トウカイ		50		1号館 ゴウカン								大穂 オオホ		274		９Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		240		分散隔離制御室６ＬＣ４																																																				26468				計 ケイ		1985.1		3970.2																																																										244		ニュートリノ電源棟		515		1998		25		38.625		77.25

								東海 トウカイ		51		1号館アネックス ゴウカン								大穂 オオホ		275		１２Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		242		ニュートリノ機械室(１)																																																																																																																						247		超伝導リニアック試験施設棟		2078		2000		25		155.85		311.7

								東海 トウカイ		52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ								大穂 オオホ		276		ＤＲ電源棟 デンゲン トウ														大穂		243		ニュートリノ機械室(２)																																																																																																																						248		超伝導リニアック試験施設棟機械棟		581		2000		25		43.575		87.15

								東海 トウカイ		54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ								大穂 オオホ		277		ＤＲ機械棟 キカイ トウ														大穂		244		ニュートリノ電源棟																																																																																																																						253		回路倉庫		119		2000		25		8.925		17.85

								東海 トウカイ		56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ								大穂 オオホ		278		Ｍ２－２機械棟 キカイ トウ														大穂		247		超伝導リニアック試験施設棟																																																																																																																						254		ブースター第２電源棟		91		2000		25		6.825		13.65

								東海 トウカイ		66		加速器運転準備棟 カソクキ ウンテン ジュンビ トウ								大穂 オオホ		279		Ｍ４－２機械棟 キカイ トウ														大穂		248		超伝導リニアック試験施設棟機械棟																																																																																																																						255		構造生物実験準備棟		764		2001		25		57.3		114.6

																																						大穂		253		回路倉庫																																																																																																																						258		ニュートリノ展示室		33		2001		25		2.475		4.95

																																						大穂		254		ブースター第２電源棟																																																																																																																						265		超伝導リニアック試験施設棟コンプレッサー棟 チョウデンドウ シケン シセツ ムネ ムネ		106		2005		25		7.95		15.9

																																						大穂		255		構造生物実験準備棟																																																																																																																						266		ターゲット保管棟		31		2006		25		2.325		4.65

																																						大穂		258		ニュートリノ展示室																																																																																																																						267		電解研磨外部設備棟		79		2007		25		5.925		11.85

																																						大穂 オオホ		265		超伝導リニアック試験施設棟コンプレッサー棟 チョウデンドウ シケン シセツ ムネ ムネ																																																																																																																						268		電解研磨保管庫		24		2007		25		1.8		3.6

																																						大穂 オオホ		266		ターゲット保管棟																																																																																																																														計 ケイ		2297.4		4594.8

																																						大穂 オオホ		267		電解研磨外部設備棟

																																						大穂 オオホ		268		電解研磨保管庫

																																						大穂 オオホ		280		超伝導加速器利用促進化推進棟 チョウデンドウ カソクキ リヨウ ソクシンカ スイシントウ

																																						大穂 オオホ		285		超伝導加速器利用促進化推進棟コンプレッサー棟 ムネ





経年２５年整備金額（2042)

		基盤施設 キバン シセツ						研究者共通の研究環境 ケンキュウシャ キョウツウ ケンキュウ カンキョウ						ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ性の高い共通基盤 セイ タカ キョウツウ キバン						KEKB						PF						J-PARC						その他プロジェクト タ												起算年 キサン ネン		2042														（千円） センエン										棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ		棟番号 トウ バンゴウ		棟名称 トウ メイショウ		面積 メンセキ		建設年 ケンセツ ネン		経年 ケイネン		修理費 シュウリヒ		更新費 コウシン ヒ

		大穂		14		ＰＳ特高変電棟		大穂		11		第１工作棟		大穂		70		電子陽電子入射器棟		大穂		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		大穂		89		ＰＦ電源棟		東海		2		特高受電所 ショ		大穂		1		ＰＳ加速器準備棟				区分 クブン		団地 ダンチ		当番号 トウ バンゴウ		棟名称 ムネ メイショウ		建築面積 ケンチク メンセキ		建築年 ケンチク ネン		構造 コウゾウ		地上
階 チジョウ カイ		地下
階 チカ カイ		百年間の修理費 ヒャクネン カン シュウリヒ		百年間の更新費 ヒャク ネンカン コウシンヒ		1年間のm2当り修理費 ネンカン ア シュウリヒ		1年間のm2当り更新費 ネンカン ア コウシンヒ						14		ＰＳ特高変電棟		213		1979		25		15.975		31.95		11		第１工作棟		571		1971		25		42.825		85.65		70		電子陽電子入射器棟		9525		1980		25		714.375		1428.75		125		ＭＲ・６ＳＭ４補助機械棟		571		1984		25		42.825		85.65		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		25		109.35		218.7		1		中央制御棟		1326		2004		25		99.45		198.9		1		ＰＳ加速器準備棟		2930		1970		25		219.75		439.5

		大穂		38		食堂		大穂		12		計算機北棟		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		大穂		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		大穂		91		ＰＦ光源棟		東海		3		ＭＲ第３電源棟		大穂		5		ＰＳ北実験棟				I		大穂		49		管理棟		2510		1976		R		2		0		269,332		799,326		1		3						38		食堂		433		1975		25		32.475		64.95		12		計算機北棟		2080		1972		25		156		312		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		25		123.9		247.8		126		ＭＲ・Ｄ９電源棟		580		1984		25		43.5		87		91		ＰＦ光源棟		9317		1980		25		698.775		1397.55		2		特高受電所 ショ		458		2004		25		34.35		68.7		5		ＰＳ北実験棟		415		1970		25		31.125		62.25

		大穂		49		管理棟		大穂		23		ブースター電源棟		大穂		108		ＡＲ特高変電棟		大穂		127		ＭＲ・９ＳＭ５補助機械棟		大穂		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		東海		4		ＭＲ第２機械棟		大穂		6		Ｓ－１変電棟				IS		大穂		59		研究本館		2762		1978		R		3		0		333,346		989,306		1		4						49		管理棟		2510		1976		25		188.25		376.5		23		ブースター電源棟		256		1972		25		19.2		38.4		108		ＡＲ特高変電棟		347		1983		25		26.025		52.05		127		ＭＲ・９ＳＭ５補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35		109		ＰＦ－ＡＲ北東実験棟		283		1983		25		21.225		42.45		3		ＭＲ第３電源棟		1879		2005		25		140.925		281.85		6		Ｓ－１変電棟		154		1970		25		11.55		23.1

		大穂		50		更衣室		大穂		25		第１低温棟								大穂		128		ＭＲ・９ＳＭ６補助機械棟		大穂		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		東海		5		ＭＲ第２搬入棟		大穂		8		ＰＳ補助機械棟				PI		大穂		85		ＰＦエネルギーセンター		1652		1980		R		2		0		177,532		768,828		1		6						50		更衣室		14		1976		25		1.05		2.1		25		第１低温棟		160		1972		25		12		24						11524				計 ケイ		864.3		1728.6		128		ＭＲ・９ＳＭ６補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35		110		ＰＦ－ＡＲ東実験棟		1453		1983		25		108.975		217.95		4		ＭＲ第２機械棟		713		2005		25		53.475		106.95		8		ＰＳ補助機械棟		190		1971		25		14.25		28.5

		大穂		53		管理棟車庫		大穂		26		高圧ガス第１貯蔵棟								大穂		129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		大穂		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		東海 トウカイ		6		RNB実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ				K		大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		S		1		0		134,468		473,944		1		3						53		管理棟車庫		155		1977		25		11.625		23.25		26		高圧ガス第１貯蔵棟		80		1972		25		6		12																129		ＭＲ・９Ｃ搬入棟		178		1984		25		13.35		26.7		111		ＰＦ－ＡＲ西実験棟		1625		1983		25		121.875		243.75		5		ＭＲ第２搬入棟		752		2005		25		56.4		112.8		9		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ		1564		1971		25		117.3		234.6

		大穂		98		職員会館		大穂		28		１号館								大穂		134		富士実験棟		大穂		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		東海 トウカイ		7		ＭＲ第１搬入棟 ダイ ハンニュウトウ		大穂		21		ＰＳ第１補助電源棟				P		大穂		89		ＰＦ電源棟		1458		1980		RS		1		0		102,617		350,521		1		2						98		職員会館		709		1981		25		53.175		106.35		30		精密試験棟		108		1973		25		8.1		16.2																134		富士実験棟		1840		1984		25		138		276		112		ＰＦ－ＡＲ北実験棟		1413		1983		25		105.975		211.95		6		RNB実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		164		2005		25		12.3		24.6		21		ＰＳ第１補助電源棟		107		1972		25		8.025		16.05

		大穂		130		中央受電棟		大穂		30		精密試験棟								大穂		136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		大穂		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		東海 トウカイ		8		ＭＲ第３機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		22		ＰＳ第４補助電源棟				J		東海		4		ＭＲ第２機械棟		713		2005		R		1		0		59,168		257,114		1		4						130		中央受電棟		293		1984		25		21.975		43.95		39		ＲＩ実験準備棟		51		1975		25		3.825		7.65																136		ＭＲ・Ｄ７電源棟		1679		1984		25		125.925		251.85		113		ＰＦ－ＡＲ南実験棟		1542		1983		25		115.65		231.3		7		ＭＲ第１搬入棟 ダイ ハンニュウトウ		242		2006		25		18.15		36.3		22		ＰＳ第４補助電源棟		149		1972		25		11.175		22.35

		大穂		194		体育館		大穂		34		２号館								大穂		137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		大穂		221		ＡＲ低温実験棟		東海 トウカイ		9		ハドロン搬入棟 ハンニュウトウ		大穂		24		ＰＳ物理第１低温棟				E		大穂		121		先端加速器試験棟		6007		1983		S		1		0		1,287,470		2,141,072		3		4						194		体育館		1057		1988		25		79.275		158.55		54		工作棟材料倉庫		128		1977		25		9.6		19.2																137		ＭＲ・Ｄ８電源棟		2271		1984		25		170.325		340.65		221		ＡＲ低温実験棟		90		1982		25		6.75		13.5		8		ＭＲ第３機械棟 ダイ キカイ ムネ		715		2006		25		53.625		107.25		24		ＰＳ物理第１低温棟		275		1972		25		20.625		41.25

		大穂		260		国際交流センター		大穂		39		ＲＩ実験準備棟								大穂		138		筑波実験棟		大穂		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		東海		15		ハドロン第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		27		ＥＲＬ開発棟 カイハツ トウ																								平均値 ヘイキンチ		1		4						260		国際交流センター		1521		2003		25		114.075		228.15		57		放射化物加工棟		213		1978		25		15.975		31.95																138		筑波実験棟		1666		1984		25		124.95		249.9		222		ＰＦ－ＡＲ自転車置き場		24		1983		25		1.8		3.6		9		ハドロン搬入棟 ハンニュウトウ		286		2007		25		21.45		42.9		29		北カウンターホール実験準備棟		428		1973		25		32.1		64.2

		大穂 オオホ		264		職員集会室 ショクイン シュウカイシツ		大穂		54		工作棟材料倉庫								大穂		140		富士物理ボンベ保管庫		大穂		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		東海		16		ハドロン第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		29		北カウンターホール実験準備棟																								平均値(基盤） ヘイキンチ キバン		1		3						264		職員集会室 ショクイン シュウカイシツ		60		2004		25		4.5		9		90		電子陽電子入射器コントロール棟		1257		1980		25		94.275		188.55																140		富士物理ボンベ保管庫		36		1984		25		2.7		5.4		223		大強度放射光第２ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		15		ハドロン第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		627		2007		25		47.025		94.05		31		ＰＳ第２補助電源棟		107		1973		25		8.025		16.05

		大穂 オオホ		270		納品検収センター車庫 ノウヒン ケンシュウ シャコ		大穂		57		放射化物加工棟								大穂		141		富士第１コンプレッサー棟		大穂		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		東海		17		ハドロン第２機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		31		ＰＳ第２補助電源棟																								平均値（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） ヘイキンチ		1		4						270		納品検収センター車庫 ノウヒン ケンシュウ シャコ		106		2010		25		7.95		15.9		92		放射線管理棟		465		1980		25		34.875		69.75																141		富士第１コンプレッサー棟		121		1984		25		9.075		18.15		224		大強度放射光第３ボンベ保管庫		24		1983		25		1.8		3.6		16		ハドロン第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		412		2007		25		30.9		61.8		35		ＰＳパルス第１電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		大穂		59		研究本館								大穂		145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		大穂		229		ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟		東海		18		ハドロン実験ホール ジッケン		大穂		35		ＰＳパルス第１電源棟																																		53		高圧受変電所 コウアツ ウ ヘンデン ショ		90		1990		25		6.75		13.5		93		放射性廃棄物２保管棟		294		1980		25		22.05		44.1																145		ＭＲ・Ｄ１電源棟		1679		1985		25		125.925		251.85		229		ＰＦ－ＡＲ東第２実験棟		298		1993		25		22.35		44.7		17		ハドロン第２機械棟 ダイ キカイ ムネ		386		2007		25		28.95		57.9		36		ＰＳパルス第２電源棟		44		1974		25		3.3		6.6

		東海 トウカイ		55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		大穂		90		電子陽電子入射器コントロール棟								大穂		146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		大穂		231		ＰＦ実験準備棟		東海		19		ＭＲ第２電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		36		ＰＳパルス第２電源棟																																		55		排水ポンプ室 ハイスイ シツ		220		1975		25		16.5		33		99		電子放射性廃水処理棟		213		1981		25		15.975		31.95																146		ＭＲ・Ｄ２電源棟		2271		1985		25		170.325		340.65		231		ＰＦ実験準備棟		1087		1993		25		81.525		163.05		18		ハドロン実験ホール ジッケン		3462		2007		25		259.65		519.3		37		ＰＳパルス第３電源棟		36		1974		25		2.7		5.4

								大穂		92		放射線管理棟								大穂		147		筑波第１コンプレッサー棟		大穂		233		ＰＦ－ＡＲ実験準備棟		東海		20		ＭＲ第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		大穂		37		ＰＳパルス第３電源棟																																						7381				計 ケイ		553.575		1107.15		101		第２工作棟		875		1982		25		65.625		131.25																147		筑波第１コンプレッサー棟		121		1985		25		9.075		18.15		233		ＰＦ－ＡＲ実験準備棟		259		1994		25		19.425		38.85		19		ＭＲ第２電源棟 ダイ デンゲン ムネ		1517		2006		25		113.775		227.55		40		ＰＳ第３補助電源棟		119		1975		25		8.925		17.85

								大穂		93		放射性廃棄物２保管棟								大穂		148		日光実験棟		大穂		257		ＰＦ－ＡＲ北西実験棟		東海		21		ＭＲ第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		大穂		40		ＰＳ第３補助電源棟																																																102		第２低温棟		894		1982		25		67.05		134.1																148		日光実験棟		1968		1985		25		147.6		295.2		257		ＰＦ－ＡＲ北西実験棟		1038		2002		25		77.85		155.7		20		ＭＲ第１機械棟 ダイ キカイ ムネ		798		2006		25		59.85		119.7		43		ＰＳ第１ポンプ室		307		1975		25		23.025		46.05

								大穂		99		電子放射性廃水処理棟								大穂		149		大穂実験棟		大穂		262		ＰＦ－ＡＲ共同研究棟		東海		24		ヘリウム回収機械棟 カイシュウ キカイ トウ		大穂		43		ＰＳ第１ポンプ室																																																103		第３工作棟		210		1982		25		15.75		31.5																149		大穂実験棟		2021		1985		25		151.575		303.15		262		ＰＦ－ＡＲ共同研究棟		91		2004		25		6.825		13.65		21		ＭＲ第１電源棟 ダイ デンゲン ムネ		1786		2006		25		133.95		267.9		45		加速器試験実験棟		320		1976		25		24		48

								大穂		101		第２工作棟								大穂		151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		大穂 オオホ		281		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ１機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		27		ニュートリノ第１設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		45		加速器試験実験棟																																																104		高圧ガス第２貯蔵棟		252		1982		25		18.9		37.8																151		ＭＲ・Ｄ１２電源棟		506		1985		25		37.95		75.9		281		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ１機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		15		2014		25		1.125		2.25		24		ヘリウム回収機械棟 カイシュウ キカイ トウ		102		2007		25		7.65		15.3		52		中性子中間子ビームライン制御棟		320		1977		25		24		48

								大穂		102		第２低温棟								大穂		152		ＭＲ・１２ＳＭ７補助機械棟		大穂 オオホ		282		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ２機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		東海		28		ニュートリノ入域管理棟 ハイ イキ カンリ トウ		大穂		52		中性子中間子ビームライン制御棟																																																106		ＰＦ研究棟		841		1982		25		63.075		126.15																152		ＭＲ・１２ＳＭ７補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35		282		ＰＦ－ＡＲ直接入射路Ｍ２機械棟 チョクセツ ニュウシャ ロ キカイトウ		15		2014		25		1.125		2.25		37		長尺ビームライン棟 チョウジャク トウ		294		2007		25		22.05		44.1		56		超伝導・低温・真空実験棟		1068		1978		25		80.1		160.2

								大穂		103		第３工作棟								大穂		153		ＭＲ・１２ＳＭ８補助機械棟		大穂 オオホ		283		ＰＦ－ＡＲ直接入射路制御機器第１収納庫 チョクセツ ニュウシャ ロ セイギョ キキ ダイ シュウノウコ		東海		29		ニュートリノ第２設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		56		超伝導・低温・真空実験棟																																																107		電子陽電子加速器コントロール棟		2513		1983		25		188.475		376.95																153		ＭＲ・１２ＳＭ８補助機械棟		189		1997		25		14.175		28.35		283		ＰＦ－ＡＲ直接入射路制御機器第１収納庫 チョクセツ ニュウシャ ロ セイギョ キキ ダイ シュウノウコ		19		2014		25		1.425		2.85		38		設備管理棟 セツビ カンリトウ		83		2007		25		6.225		12.45		58		ＰＳリニアック高周波実験棟		99		1978		25		7.425		14.85

								大穂		104		高圧ガス第２貯蔵棟								大穂		154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		大穂 オオホ		284		ＰＦ－ＡＲ直接入射路第２制御棟 チョクセツ ニュウシャ ロ ダイ セイギョ トウ		東海		30		ニュートリノターゲットステーション棟 ムネ		大穂		58		ＰＳリニアック高周波実験棟																																																118		化学実験棟		789		1983		25		59.175		118.35																154		ＭＲ・１２Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7		284		ＰＦ－ＡＲ直接入射路制御機器第１収納庫 チョクセツ ニュウシャ ロ セイギョ キキ ダイ シュウノウコ		19		2014		25		1.425		2.85		39		ハドロン入出管理棟 イリデ カンリ トウ		78		2007		25		5.85		11.7		60		ＰＳ物理第２収納庫		340		1978		25		25.5		51

								大穂		106		ＰＦ研究棟								大穂		155		ＭＲ・Ｄ３電源棟								東海		31		ニュートリノ第３設備棟 ダイ セツビ ムネ		大穂		60		ＰＳ物理第２収納庫																																																119		化学薬品庫		90		1983		25		6.75		13.5																155		ＭＲ・Ｄ３電源棟		506		1985		25		37.95		75.9										25		0		0		27		ニュートリノ第１設備棟 ダイ セツビ ムネ		1317		2008		25		98.775		197.55		61		ＰＳ市水ポンプ室		26		1979		25		1.95		3.9

								大穂		107		電子陽電子加速器コントロール棟								大穂		156		ＭＲ・３ＳＭ１補助機械棟								東海		32		ニュートリノモニター棟 ムネ		大穂		61		ＰＳ市水ポンプ室																																																120		実験廃液処理棟		306		1983		25		22.95		45.9																156		ＭＲ・３ＳＭ１補助機械棟		190		1997		25		14.25		28.5						20094				計 ケイ		1507.05		3014.1		28		ニュートリノ入域管理棟 ハイ イキ カンリ トウ		68		2008		25		5.1		10.2		63		先端計測実験棟		3566		1979		25		267.45		534.9

								大穂		118		化学実験棟								大穂		157		ＭＲ・３ＳＭ２補助機械棟								東海		33		ニュートリノ実験準備棟 ジッケン ジュンビ ムネ		大穂		63		先端計測実験棟																																																124		放射性廃棄物３保管棟		587		1983		25		44.025		88.05																157		ＭＲ・３ＳＭ２補助機械棟		190		1997		25		14.25		28.5																29		ニュートリノ第２設備棟 ダイ セツビ ムネ		1024		2008		25		76.8		153.6		86		ＰＳ第３ポンプ室		112		1980		25		8.4		16.8

								大穂		119		化学薬品庫								大穂		158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟								東海		34		ニュートリノモニター設備棟 セツビ ムネ		大穂		86		ＰＳ第３ポンプ室																																																132		放射線照射棟		351		1984		25		26.325		52.65																158		ＭＲ・３Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																30		ニュートリノターゲットステーション棟 ムネ		920		2008		25		69		138		95		加速器南実験棟		683		1981		25		51.225		102.45

								大穂		120		実験廃液処理棟								大穂		159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟								東海		35		ハドロン実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		大穂		95		加速器南実験棟																																																133		放射性試料測定棟		872		1984		25		65.4		130.8																159		ＭＲ・６Ｃ搬入棟		178		1985		25		13.35		26.7																31		ニュートリノ第３設備棟 ダイ セツビ ムネ		247		2008		25		18.525		37.05		96		偏極陽子機械棟		153		1981		25		11.475		22.95

								大穂		124		放射性廃棄物３保管棟								大穂		160		日光特高変電棟								東海		37		長尺ビームライン棟 チョウジャク トウ		大穂		96		偏極陽子機械棟												現在の未整備積み残し金額 ゲンザイ ミセイビ ツ ノコ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												150		計算機南棟		1773		1985		25		132.975		265.95																160		日光特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																32		ニュートリノモニター棟 ムネ		624		2008		25		46.8		93.6		100		ＰＳ物理第３収納庫		342		1982		25		25.65		51.3

								大穂		132		放射線照射棟								大穂		161		大穂特高変電棟								東海		39		ハドロン入出管理棟 イリデ カンリ トウ		大穂		100		ＰＳ物理第３収納庫				区分 クブン						経年25年以上の面積 ケイネン ネン イジョウ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												180		先端薄膜ターゲット開発棟		216		1986		25		16.2		32.4																161		大穂特高変電棟		256		1985		25		19.2		38.4																33		ニュートリノ実験準備棟 ジッケン ジュンビ ムネ		359		2008		25		26.925		53.85		114		先端計測開発棟		826		1983		25		61.95		123.9

								大穂		133		放射性試料測定棟								大穂		163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟								東海 トウカイ		44		ハドロンK1.8BR測定棟 ソクテイ トウ		大穂		114		先端計測開発棟				I						7,381		553.575		1107.15		1,661		7,649		35,691																												181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫		15		1986		25		1.125		2.25																163		ＭＲ・Ｄ１０電源棟		2698		1986		25		202.35		404.7																34		ニュートリノモニター設備棟 セツビ ムネ		90		2008		25		6.75		13.5		121		先端加速器試験棟		6007		1983		25		450.525		901.05

								大穂		150		計算機南棟								大穂		164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟								東海 トウカイ		45		ハドロンK1.8測定機械棟 ソクテイ キカイ トウ		大穂		121		先端加速器試験棟				IS						26,616		1996.2		3992.4		5,989																																182		実験廃液処理棟・薬品庫		15		1986		25		1.125		2.25																164		ＭＲ・Ｄ１１電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																35		ハドロン実験準備棟 ジッケン ジュンビ トウ		330		2008		25		24.75		49.5		131		ヘリウム機械棟		100		1984		25		7.5		15

								大穂		180		先端薄膜ターゲット開発棟								大穂		166		ＭＲ・Ｄ４電源棟								東海 トウカイ		46		ニュートリノミューオンモニター棟 トウ		大穂		131		ヘリウム機械棟				PI						11,524		864.3		1728.6		2,593		28,042																														184		物品管理庫		459		1987		25		34.425		68.85																166		ＭＲ・Ｄ４電源棟		1679		1986		25		125.925		251.85																44		ハドロンK1.8BR測定棟 ソクテイ トウ		76		2008		25		5.7		11.4		139		南実験準備棟		589		1984		25		44.175		88.35

								大穂		181		実験廃液処理棟・有機廃液保管庫								大穂		167		ＭＲ・Ｄ５電源棟								東海 トウカイ		60		革新型蓄電池実験棟 カクシンガタ チクデンチ ジッケントウ		大穂		139		南実験準備棟				K						33,677		2525.775		5051.55		7,577																																188		放射線モニター第８監視所		13		1988		25		0.975		1.95																167		ＭＲ・Ｄ５電源棟		1832		1986		25		137.4		274.8																45		ハドロンK1.8測定機械棟 ソクテイ キカイ トウ		113		2009		25		8.475		16.95		142		ＰＳキッカー電源棟		80		1984		25		6		12

								大穂		182		実験廃液処理棟・薬品庫								大穂		168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟								東海 トウカイ		61		ヘリウム液化機棟 エキカ キ トウ		大穂		142		ＰＳキッカー電源棟				P						20,094		1507.05		3014.1		4,521																																195		３号館		1454		1989		25		109.05		218.1																168		ＭＲ・６ＳＭ３補助機械棟		209		1986		25		15.675		31.35																46		ニュートリノミューオンモニター棟 トウ		14		2008		25		1.05		2.1		143		５００ＭｅＶライン電源棟		158		1984		25		11.85		23.7

								大穂		184		物品管理庫								大穂		169		ＭＲ・Ｄ６電源棟								東海 トウカイ		62		ハドロン南実験棟 ミナミ ジッケントウ		大穂		143		５００ＭｅＶライン電源棟				J						20,094		1964.925		3929.85		5,895																																225		放射線モニター第５監視所		9		1985		25		0.675		1.35																169		ＭＲ・Ｄ６電源棟		506		1986		25		37.95		75.9																60		革新型蓄電池実験棟 カクシンガタ チクデンチ ジッケントウ		613		2010		25		45.975		91.95		179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ		50		1985		25		3.75		7.5

								大穂		188		放射線モニター第８監視所								大穂		170		富士ガス混合棟								東海 トウカイ		63		ハドロン第1圧縮機棟 ダイ アッシュクキ トウ		大穂		179		ＥＲＬ開発棟出入管理室 カイハツ トウ				E						33,677		2485.2		4970.4		7,456																																226		放射線モニター第６監視所		9		1985		25		0.675		1.35																170		富士ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																61		ヘリウム液化機棟 エキカ キ トウ		227		2011		25		17.025		34.05		189		４０ＭｅＶライン電源棟		89		1988		25		6.675		13.35

								大穂		195		３号館								大穂		171		日光コンプレッサー棟								東海 トウカイ		64		ハドロン第３機械棟 ダイ キカイ トウ		大穂		189		４０ＭｅＶライン電源棟										※200m2以下も含む イカ フク																																						227		放射線モニター第７監視所		9		1985		25		0.675		1.35																171		日光コンプレッサー棟		121		1986		25		9.075		18.15																62		ハドロン南実験棟 ミナミ ジッケントウ		609		2014		25		45.675		91.35		193		ヘリウム回収棟		48		1988		25		3.6		7.2

								大穂		225		放射線モニター第５監視所								大穂		172		日光ガス混合棟								東海 トウカイ		65		ハドロン放射化物保管棟 ホウシャカ ブツ ホカン トウ		大穂		193		ヘリウム回収棟																																																228		放射性廃棄物４保管棟		211		1992		25		15.825		31.65																172		日光ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																63		ハドロン第1圧縮機棟 ダイ アッシュクキ トウ		58		2013		25		4.35		8.7		196		北カウンターホール		3276		1989		25		245.7		491.4

								大穂		226		放射線モニター第６監視所								大穂		173		日光ボンベ保管庫								東海 トウカイ		67		ＭＲ第４電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		196		北カウンターホール																																																228		放射性廃棄物４保管棟		211		1992		25		15.825		31.65																173		日光ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																64		ハドロン第３機械棟 ダイ キカイ トウ		540		2014		25		40.5		81		197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟		234		1989		25		17.55		35.1

								大穂		227		放射線モニター第７監視所								大穂		174		筑波ガス混合棟								東海 トウカイ		68		ＭＲ第５電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		197		ＰＳ・ＥＰ１電源棟												整備積み金額 セイビ ツ キンガク								（百万円） ヒャクマン エン																												241		溶接作業棟		98		1997		25		7.35		14.7																174		筑波ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																65		ハドロン放射化物保管棟 ホウシャカ ブツ ホカン トウ		399		2016		25		29.925		59.85		200		ＰＳ井水ポンプ室		48		1989		25		3.6		7.2

								大穂		228		放射性廃棄物４保管棟								大穂		175		筑波ボンベ保管庫								東海 トウカイ		69		ＭＲ第６電源棟 ダイ デンゲン トウ		大穂		200		ＰＳ井水ポンプ室				区分 クブン				修理済面積 シュウリ ズミ メンセキ		更新済面積 コウシン ズミ メンセキ		修理 シュウリ		更新 コウシン		計 ケイ		大項目計 ダイコウモク ケイ		合計 ゴウケイ																												245		放射化物使用棟		800		1999		25		60		120																175		筑波ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																67		ＭＲ第４電源棟 ダイ デンゲン トウ		825		2017		25		61.875		123.75		201		静電型貯蔵リング		71		1990		25		5.325		10.65

								大穂		235		第３低温棟								大穂		176		大穂第１コンプレッサー棟														大穂		201		静電型貯蔵リング				I				5694		0		162.2744912842		0		162		1,532		4,994																												246		４号館		2348		2000		25		176.1		352.2																176		大穂第１コンプレッサー棟		189		1986		25		14.175		28.35																68		ＭＲ第５電源棟 ダイ デンゲン トウ		990		2017		25		74.25		148.5		206		薬品庫		11		1971		25		0.825		1.65

								大穂		241		溶接作業棟								大穂		177		大穂ガス混合棟														大穂		206		薬品庫				IS				21998		8,783		626.9255811856		742.8674821636		1,370																																249		低温機器収納庫		40		1999		25		3		6																177		大穂ガス混合棟		51		1986		25		3.825		7.65																69		ＭＲ第６電源棟 ダイ デンゲン トウ		676		2017		25		50.7		101.4		207		高圧ガスボンベ格納庫		5		1977		25		0.375		0.75

								大穂		245		放射化物使用棟								大穂		178		大穂ボンベ保管庫														大穂		207		高圧ガスボンベ格納庫				PI				11524		0		367.3515628365		0		367		3,462																														250		第４低温棟		335		1999		25		25.125		50.25																178		大穂ボンベ保管庫		36		1986		25		2.7		5.4																				26199				計 ケイ		1964.925		3929.85		212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ		77		1980		25		5.775		11.55

								大穂		246		４号館								大穂		186		電子陽電子加速器実験準備棟														大穂		212		ＥＲＬ開発棟倉庫 カイハツ トウ ソウコ				K				29236		0		931.958546606		0		932																																251		熱中性子標準棟		48		1999		25		3.6		7.2																186		電子陽電子加速器実験準備棟		254		1988		25		19.05		38.1																														214		ＰＳ第１ボンベ保管庫		9		1981		25		0.675		1.35

								大穂		249		低温機器収納庫								大穂		187		日光ポンプ室														大穂		214		ＰＳ第１ボンベ保管庫				P				18638		0		594.1251673157		0		594																																252		第４低温棟電源収納庫		50		2000		25		3.75		7.5																187		日光ポンプ室		59		1988		25		4.425		8.85																														215		ＰＳ第２ボンベ保管庫		8		1981		25		0.6		1.2

								大穂		250		第４低温棟								大穂		192		日光高圧ガス貯蔵棟														大穂		215		ＰＳ第２ボンベ保管庫				J						0		0		0		0																																256		油脂庫		12		2001		25		0.9		1.8																192		日光高圧ガス貯蔵棟		122		1988		25		9.15		18.3																														216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ		37		1981		25		2.775		5.55

								大穂		251		熱中性子標準棟								大穂		199		富士加速器ボンベ保管庫														大穂		216		ＥＲＬ開発棟ボンベ保管庫 カイハツ トウ				E				29,236		6,948		931.958546606		636.6710806202		1,569																																261		窒素コンプレッサー室		29		2003		25		2.175		4.35																199		富士加速器ボンベ保管庫		10		1989		25		0.75		1.5																														217		薬注庫		10		1981		25		0.75		1.5

								大穂		252		第４低温棟電源収納庫								大穂		202		筑波第２コンプレッサー棟														大穂		217		薬注庫										※200m2以下も含む イカ フク																																						263		PS廃水処理施設内ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ倉庫		15		2004		25		1.125		2.25																202		筑波第２コンプレッサー棟		71		1990		25		5.325		10.65																														218		発生材保管庫		26		1981		25		1.95		3.9

								大穂		256		油脂庫								大穂		203		富士第２コンプレッサー棟														大穂		218		発生材保管庫																																																269		ヘリウム貯蔵庫 チョゾウコ		82		2008		25		6.15		12.3																203		富士第２コンプレッサー棟		71		1990		25		5.325		10.65																														219		都市ガス第２減圧装置格納庫		8		1982		25		0.6		1.2

								大穂		261		窒素コンプレッサー室								大穂		204		加速器小保管棟														大穂		219		都市ガス第２減圧装置格納庫																																																36		放射線測定棟 ホウシャセン ソクテイ トウ		402		2008		25		30.15		60.3																204		加速器小保管棟		15		1990		25		1.125		2.25																														220		荷電変換電源棟		80		1982		25		6		12

								大穂		263		PS廃水処理施設内ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ倉庫								大穂		230		Ｄ７高周波実験棟														大穂		220		荷電変換電源棟																																																50		1号館 ゴウカン		2035		1976		25		152.625		305.25																230		Ｄ７高周波実験棟		196		1993		25		14.7		29.4																														232		都市ガス第３減圧装置格納庫		9		1994		25		0.675		1.35

								大穂 オオホ		269		ヘリウム貯蔵庫 チョゾウコ								大穂		259		ＫＥＫＢ展示室														大穂		232		都市ガス第３減圧装置格納庫																																																51		1号館アネックス ゴウカン		18		1976		25		1.35		2.7																239		分散隔離制御室６ＬＣ３		27		1997		25		2.025		4.05																														236		ＥＲＬ開発棟ヘリウム回収容器保管庫 カイハツ トウ		54		1996		25		4.05		8.1

								東海		1		中央制御棟								大穂 オオホ		271		ＱＣＳコンプレッサー棟 トウ														大穂		236		ＥＲＬ開発棟ヘリウム回収容器保管庫 カイハツ トウ																																																52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ		997		1970		25		74.775		149.55																240		分散隔離制御室６ＬＣ４		27		1997		25		2.025		4.05																														237		物理共通小実験準備棟		150		1997		25		11.25		22.5

								東海		36		放射線測定棟 ホウシャセン ソクテイ トウ								大穂 オオホ		272		３Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		238		物理共通小実験準備棟																																																54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ		93		1987		25		6.975		13.95																259		ＫＥＫＢ展示室		151		2002		25		11.325		22.65																														242		ニュートリノ機械室(１)		101		1997		25		7.575		15.15

								東海		38		設備管理棟 セツビ カンリトウ								大穂 オオホ		273		６Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		239		分散隔離制御室６ＬＣ３																																																56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ		216		1988		25		16.2		32.4																271		ＱＣＳコンプレッサー棟 トウ		81		2013		25		6.075		12.15																														243		ニュートリノ機械室(２)		152		1997		25		11.4		22.8

								東海 トウカイ		50		1号館 ゴウカン								大穂 オオホ		274		９Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		240		分散隔離制御室６ＬＣ４																																																66		加速器運転準備棟 カソクキ ウンテン ジュンビ トウ		148		2016		25		11.1		22.2																272		３Ｍ機械棟 キカイ トウ		382		2013		25		28.65		57.3																														244		ニュートリノ電源棟		515		1998		25		38.625		77.25

								東海 トウカイ		51		1号館アネックス ゴウカン								大穂 オオホ		275		１２Ｍ機械棟 キカイ トウ														大穂		242		ニュートリノ機械室(１)																																																				26616				計 ケイ		1996.2		3992.4																273		６Ｍ機械棟 キカイ トウ		382		2013		25		28.65		57.3																														247		超伝導リニアック試験施設棟		2078		2000		25		155.85		311.7

								東海 トウカイ		52		器材収納庫 キザイ シュウノウ コ								大穂 オオホ		276		ＤＲ電源棟 デンゲン トウ														大穂		243		ニュートリノ機械室(２)																																																																												274		９Ｍ機械棟 キカイ トウ		382		2013		25		28.65		57.3																														248		超伝導リニアック試験施設棟機械棟		581		2000		25		43.575		87.15

								東海 トウカイ		54		排水浄化施設 ハイスイ ジョウカ シセツ								大穂 オオホ		277		ＤＲ機械棟 キカイ トウ														大穂		244		ニュートリノ電源棟																																																																												275		１２Ｍ機械棟 キカイ トウ		382		2013		25		28.65		57.3																														253		回路倉庫		119		2000		25		8.925		17.85

								東海 トウカイ		56		地下連絡通路 チカ レンラク ツウロ								大穂 オオホ		278		Ｍ２－２機械棟 キカイ トウ														大穂		247		超伝導リニアック試験施設棟																																																																												276		ＤＲ電源棟 デンゲン トウ		961		2013		25		72.075		144.15																														254		ブースター第２電源棟		91		2000		25		6.825		13.65

								東海 トウカイ		66		加速器運転準備棟 カソクキ ウンテン ジュンビ トウ								大穂 オオホ		279		Ｍ４－２機械棟 キカイ トウ														大穂		248		超伝導リニアック試験施設棟機械棟																																																																												277		ＤＲ機械棟 キカイ トウ		388		2013		25		29.1		58.2																														255		構造生物実験準備棟		764		2001		25		57.3		114.6

																																						大穂		253		回路倉庫																																																																												278		Ｍ２－２機械棟 キカイ トウ		71		2013		25		5.325		10.65																														258		ニュートリノ展示室		33		2001		25		2.475		4.95

																																						大穂		254		ブースター第２電源棟																																																																												279		Ｍ４－２機械棟 キカイ トウ		71		2013		25		5.325		10.65																														265		超伝導リニアック試験施設棟コンプレッサー棟 チョウデンドウ シケン シセツ ムネ ムネ		106		2005		25		7.95		15.9

																																						大穂		255		構造生物実験準備棟																																																																																33677				計 ケイ		2525.775		5051.55																														266		ターゲット保管棟		31		2006		25		2.325		4.65

																																						大穂		258		ニュートリノ展示室																																																																																																																						267		電解研磨外部設備棟		79		2007		25		5.925		11.85

																																						大穂 オオホ		265		超伝導リニアック試験施設棟コンプレッサー棟 チョウデンドウ シケン シセツ ムネ ムネ																																																																																																																						268		電解研磨保管庫		24		2007		25		1.8		3.6

																																						大穂 オオホ		266		ターゲット保管棟																																																																																																																						280		超伝導加速器利用促進化推進棟 チョウデンドウ カソクキ リヨウ ソクシンカ スイシントウ		2416		2014		25		181.2		362.4

																																						大穂 オオホ		267		電解研磨外部設備棟																																																																																																																						285		超伝導加速器利用促進化推進棟コンプレッサー棟 ムネ		88		2017		25		6.6		13.2

																																						大穂 オオホ		268		電解研磨保管庫																																																																																																																														計 ケイ		2485.2		4970.4

																																						大穂 オオホ		280		超伝導加速器利用促進化推進棟 チョウデンドウ カソクキ リヨウ ソクシンカ スイシントウ

																																						大穂 オオホ		285		超伝導加速器利用促進化推進棟コンプレッサー棟 ムネ
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５ 今後の整備の方向性

A棟 B棟

(参考)施設のトリアージについて

B設備A設備

（a）建物

（b）設備

施設のトリアージ

×
×

[百万円]

（４）施設のトリアージ
施設のトリアージとは、施設の修繕・改修費を鑑み保有施設の総量の最適化を行うことである。
具体的には、施設の老朽度や代替施設への移転の安易さなどを勘案し、施設の統合・集約化などにより、

建物の撤去や設備の廃止を行うことである。
本機構では、老朽化した膨大な施設を限られた予算の中で、全ての施設を一律に維持していくことは困難で

ある。
個別施設計画では、施設整備や維持管理に係る費用、財政状況の見通し等を踏まえ、既存施設の保有

の必要性や投資の可否とその範囲等を選別する手法として、施設のトリアージを行うこととする。

重点的な整備 廃止・撤去

高エネルギー加速器研究機構
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５ 今後の整備の方向性
（４）施設のトリアージ

Ｂ棟

緊急度 高

健全度 高

築35年以上
経過！

重要度 低

安全上
至急対応
が必要！

施設の転用
(他の施設への
代替)可能！

(現在）

施設のトリアージする建物の検討事例を次にしめす。施設のトリアージ候補施設として、重要度が低く、健
全度及び緊急度が高いものを対象に既存施設の利用実態や今後の需要等を踏まえ、廃止・撤去の検討
を進める。重要度が高く、最小限の投資により安全性の確保が可能で、重点的な投資により実験・研究等
のニーズに対応して機能向上が求められる大規模な施設を重点的に整備し、トリアージ候補施設の中から
必要性の認められるものについては、機能移転や集約化を行う。
ただし、トリアージ候補施設の中で、築年数が浅く、耐用年数に満たない施設は、用途変更等のリノベー

ション対象施設として検討を行うものとする。
トリアージ候補施設は、重要度・健全度・緊急度の総合評価による整備順位付けを行い、ブロック分けし

たものから総合順位の6位及び8位の施設は、トリアージ候補とし、今後、施設の撤去・集約化・用途変更
を進めるとともに、維持管理をやめる施設とする。

(将来）

→メンテナンスが増え、修繕費増加
○老朽化の進行

A棟(大規模施設)

→整備が必要となり、改修費増加
○施設の安全性に問題あり

○施設の集約化や複合化
→スペースの有効活用

施設の転用に対応

安全対策
が必要！

老朽化
対策が
必要！

機
能
移
転

集
約
化

トリアージ候補施設
（撤去・集約化・用途変更する施設）

Ｂ棟

高エネルギー加速器研究機構
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５－１ ｢プロジェクト関連施設｣の整備の方向性について
（１）プロジェクト関連施設に係る対策費用について
プロジェクト関連施設のプロジェクト予定期間一覧を示す。
プロジェクトごとに、現プロジェクトの終了及び継続利用する施設については、次期プロジェクト予定期間を定める。
プロジェクト関連施設は、プロジェクト予定期間を踏まえて老朽化対策費の試算を行う。

プロジェクト関連施設のプロジェクト予定期間一覧
備考

開始 終了 期間 有/無 開始 終了 期間

PF PF（放射光施設） 1982 2024 42 有 2025 2034 9

PF PF-AR（大強度放射光施設） 1983 2039 56 無 - - -

KEKB KEKB(電子・陽電子衝突型加速器) 2010 2027 17 有 2028 2048 20

J-PARC ハドロン実験施設・MR加速器施設 2009 2049 40 無 - - -

J-PARC ニュートリノ実験施設 2004 2027 23 有 2028 2047 19

その他 南実験棟準備棟 2008 2028 20 有 2029 2048 19

その他 先端加速器試験棟 2008 2028 20 有 2029 2048 19

その他 先端計測実験棟 2008 2028 20 有 2029 2048 19

その他 ニュートリノ電源棟 2008 2028 20 有 2029 2048 19

その他 先端計測開発棟 2008 2028 20 有 2029 2048 19

その他 STF(超伝導リニアック試験施設) 1990 2035 45 無 - - -

その他 構造生物実験準備棟 2001 2038 37 無 - - -

その他 ERL開発棟 2008 2023 15 有 2024 2043 19

その他 開発共用棟 2008 2023 15 有 2024 2043 19

その他[旧PS] 北カウンターホール 2008 2028 20 有 2029 2048 19 旧PS

その他[旧PS] 北カウンターホール実験準備棟 2008 2028 20 有 2029 2048 19 旧PS

その他[旧PS] PS物理第２収納庫 2008 2028 20 有 2029 2048 19 旧PS

その他[旧PS] 加速器南実験棟 2008 2028 20 有 2029 2048 19 旧PS

その他[旧PS] PS物理第３収納庫 2008 2028 20 有 2029 2048 19 旧PS

その他[旧PS] PS加速器準備棟 2008 2023 15 無 - - - 旧PS

その他[旧PS] PS北実験棟 2008 2023 15 無 - - - 旧PS

その他[旧PS] PS物理第１低温棟 2008 2023 15 無 - - - 旧PS

その他[旧PS] PS第1ポンプ室 2008 2023 15 無 - - - 旧PS

その他[旧PS] 中性子中間子ビームライン制御棟 2008 2023 15 無 - - - 旧PS

その他[旧PS] 超伝導・低温・真空実験棟 2008 2023 15 無 - - - 旧PS

その他[旧PS] PS・EP1電源棟 2008 2023 15 無 - - - 旧PS

その他[旧PS] 加速器試験実験棟 2008 2023 15 無 - - - 旧PS

現プロジェクト（予定）
プロジェクト名称又は建物名称

次期プロジェクト（予定）プロジェクト
種別

高エネルギー加速器研究機構


様式１

		【様式１】 ヨウシキ		プロジェクト関連施設のプロジェクトサイクルについて カンレン シセツ

		インフラ長寿命化計画（個別施設計画）のプロジェクト関連施設のプロジェクトサイクルについて チョウジュミョウカケイカク コベツ シセツ ケイカク カンレン シセツ



		プロジェクト
種別 シュベツ		プロジェクト名称又は建物名称 メイショウ マタ タテモノ メイショウ		現プロジェクト（予定） ゲン ヨテイ						次期プロジェクト（予定） ジキ ヨテイ								備考 ビコウ				2018基準 キジュン

						開始 カイシ		終了 シュウリョウ		期間 キカン		有/無 ア ナ		開始 カイシ		終了 シュウリョウ		期間 キカン						現プロジェクト ゲン

		PF		PF（放射光施設） ホウシャコウ シセツ		1982		2024		42		有 ア		2025		2034		9						6

		PF		PF-AR（大強度放射光施設） ダイ キョウド ホウシャコウ シセツ		1983		2039		56		無 ナ		-		-		-						21

		KEKB		KEKB(電子・陽電子衝突型加速器) デンシ ヨウデンシ ショウトツガタ カソクキ		2010		2027		17		有 ア		2028		2048		20						9

		J-PARC		ハドロン実験施設・MR加速器施設 ジッケン シセツ カソクキ シセツ		2009		2049		40		無 ナ		-		-		-						31

		J-PARC		ニュートリノ実験施設 ジッケン シセツ		2004		2027		23		有 ア		2028		2047		19						9

		その他 タ		南実験棟準備棟 ミナミ ジッケントウ ジュンビ トウ		2008		2028		20		有 ア		2029		2048		19						10

		その他 タ		先端加速器試験棟 センタン カソクキ シケン トウ		2008		2028		20		有 ア		2029		2048		19						10

		その他 タ		先端計測実験棟 センタン ケイソク ジッケントウ		2008		2028		20		有 ア		2029		2048		19						10

		その他 タ		ニュートリノ電源棟 デンゲン トウ		2008		2028		20		有 ア		2029		2048		19						10

		その他 タ		先端計測開発棟 センタン ケイソク カイハツ トウ		2008		2028		20		有 ア		2029		2048		19						10

		その他 タ		STF(超伝導リニアック試験施設) チョウデンドウ シケン シセツ		1990		2035		45		無 ナ		-		-		-						17

		その他 タ		構造生物実験準備棟 コウゾウ セイブツ ジッケン ジュンビ トウ		2001		2038		37		無 ナ		-		-		-						20

		その他 タ		ERL開発棟 カイハツ トウ		2008		2023		15		有 ア		2024		2043		19						5

		その他 タ		開発共用棟 カイハツ キョウヨウ トウ		2008		2023		15		有 ア		2024		2043		19						5

		その他[旧PS] タ		北カウンターホール キタ		2008		2028		20		有 ア		2029		2048		19		旧PS キュウ				10

		その他[旧PS] タ		北カウンターホール実験準備棟 キタ ジッケン ジュンビ トウ		2008		2028		20		有 ア		2029		2048		19		旧PS キュウ				10

		その他[旧PS] タ		PS物理第２収納庫 ブツリ ダイ シュウノウコ		2008		2028		20		有 ア		2029		2048		19		旧PS キュウ				10

		その他[旧PS] タ		加速器南実験棟 カソッキ ミナミ ジッケントウ		2008		2028		20		有 ア		2029		2048		19		旧PS キュウ				10

		その他[旧PS] タ		PS物理第３収納庫 ブツリ ダイ シュウノウコ		2008		2028		20		有 ア		2029		2048		19		旧PS キュウ				10

		その他[旧PS] タ		PS加速器準備棟 カソクキ ジュンビ トウ		2008		2023		15		無 ナ		-		-		-		旧PS キュウ				5

		その他[旧PS] タ		PS北実験棟 キタ ジッケントウ		2008		2023		15		無 ナ		-		-		-		旧PS キュウ				5

		その他[旧PS] タ		PS物理第１低温棟 ブツリ ダイ テイオン トウ		2008		2023		15		無 ナ		-		-		-		旧PS キュウ				5

		その他[旧PS] タ		PS第1ポンプ室 ダイ シツ		2008		2023		15		無 ナ		-		-		-		旧PS キュウ				5

		その他[旧PS] タ		中性子中間子ビームライン制御棟 チュウセイシ チュウカンシ セイギョ トウ		2008		2023		15		無 ナ		-		-		-		旧PS キュウ				5

		その他[旧PS] タ		超伝導・低温・真空実験棟 チョウ デンドウ テイオン シンクウ ジッケントウ		2008		2023		15		無 ナ		-		-		-		旧PS キュウ				5

		その他[旧PS] タ		PS・EP1電源棟 デンゲン トウ		2008		2023		15		無 ナ		-		-		-		旧PS キュウ				5

		その他[旧PS] タ		加速器試験実験棟 カソクキ シケン ジッケントウ		2008		2023		15		無 ナ		-		-		-		旧PS キュウ				5

		その他 タ		ATF（先端加速器試験施設）		1980		2035		55		無 ナ		-		-		-		期間は仮定 キカン カテイ				17

		その他 タ		c-ERL（ERL開発棟） カイハツ トウ		2009		2029		20		無 ナ		-		-		-		期間は仮定 キカン カテイ				11
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５－１ ｢プロジェクト関連施設｣の整備の方向性について
（２）プロジェクト関連施設のトリアージについて

プロジェクト関連施設は、『建物･設備点検調査シート』｢①プロジェクト関連施設｣の重要度・健全度・緊急
度の総合評価による整備順位付けを行い、ブロック分けしたものから総合順位の6位及び8位の施設は、トリ
アージ候補施設とし、今後、施設の撤去・集約化・用途変更を進めるとともに、維持管理をやめる施設とする
が、｢KEKロードマップ｣にあげられる主要な３つの研究プロジェクト｢PF(放射光実験施設)｣｢スーパーBファクト
リー(電子・陽電子衝突型加速器｣｢J-PARC(大強度陽子加速器)｣に影響を与える施設は、トリアージ候補
施設としない。
プロジェクト関連施設95棟 121,200[m2]のうち、トリアージ候補施設(撤去・集約化・用途変更可能施

設)の17棟 約12,656[m2]の一覧は、次のとおりである。

プロジェクト関連施設のトリアージ候補施設（撤去・集約化・用途変更可能施設）一覧

トリアージ候補施設の中で、必要性の認められる施設については、用途変更や集約化の検討を行い、既存
施設の効果的な管理運用を行っていく。

団地名 棟番号 棟名称 建築年 構造 棟計

評価点

総合

トリアージ

重要度
緊急度+ 判定

健全度

大穂 1 ＰＳ加速器準備棟 1970 R 2,949 Ｃ Ａ 6 ◎

大穂 24 ＰＳ物理第１低温棟 1972 S 275 Ｃ Ａ 6 ◎

大穂 43 ＰＳ第１ポンプ室 1975 R 354 Ｃ Ａ 6 ○

大穂 9 開発共用棟 1971 S 2,099 Ｃ Ａ 6 ◎

大穂 60 ＰＳ物理第２収納庫 1978 S 340 Ｃ Ａ 6 ◎

大穂 56 超伝導・低温・真空実験棟 1978 R 1,068 Ｃ Ａ 6 ○

大穂 197 ＰＳ・ＥＰ１電源棟 1989 S 234 Ｃ Ａ 6 ○

大穂 114 先端計測開発棟 1983 R 1,326 Ｃ Ａ 6 ○

大穂 29 北カウンターホール実験準備棟 1973 R 428 Ｃ Ｂ 8 ○

大穂 5 ＰＳ北実験棟 1970 S 415 Ｃ Ｂ 8 ◎

大穂 139 南実験準備棟 1984 S 588 Ｃ Ｂ 8 ◎

大穂 95 加速器南実験棟 1981 R 831 Ｃ Ｂ 8 ○

大穂 100 ＰＳ物理第３収納庫 1982 S 342 Ｃ Ｂ 8 ◎

大穂 45 加速器試験実験棟 1976 S 320 Ｃ Ｂ 8 ◎

大穂 233 ＰＦ－ＡＲ実験準備棟 1994 S 259 Ｃ Ｂ 8 ○

大穂 186 電子陽電子加速器実験準備棟 1988 S 508 Ｃ Ｂ 8 ○

大穂 52 中性子中間子ビームライン制御棟 1977 R 320 Ｃ Ｂ 8 ○

高エネルギー加速器研究機構

トリアージ判定 凡例 ◎：トリアージ候補施設（撤去・集約化）である ○：トリアージ候補施設（用途変更）である
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プロジェクト関連施設の修繕費シミュレーション

建築物
電気設備
機械設備
トンネル
トリアージ
機構内プロジェクト関連年間平均修繕費
新たな財源確保

プロジェクト関連施設は、実験・研究の優先度により、必要な規模・機能を維持することを目的とし、プロジェク
ト関連施設の修繕(部品交換等)・小規模更新・建物小改修と建物大改修・設備更新に分けて、修繕費の
シミュレーションを行うこととする。
今後の｢プロジェクト関連施設｣の修繕(部品交換等)・小規模更新・建物小改修に係る修繕費のシミュレー

ション結果は次のとおりである。
｢プロジェクト関連施設｣の過去9年間(平成22年度～平成30年度)の年間平均修繕・改修費は、約

2.1[億円/年]であるが、これに対して、大幅な財源不足が発生することとなる。
設計・改修工法等の工夫による施設の延命化や整備サイクルの見直しを図ることにより、多少は対応可能と

なるが、限界があるため、施設のトリアージによる施設総量の最適化した後、新たな財源確保の検討を進めて
行く。
大型プロジェクト終了とともに、修繕費は縮減するが、プロジェクトが終了する約30年後まで施設の維持が必

要となる。
以上のプロジェクト関連施設の修繕費の予算として、運営費交付金のプロジェクト関連施設の整備費を老朽

化対策として充てる。
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５－１ ｢プロジェクト関連施設｣の整備の方向性について
（３）プロジェクト関連施設修繕費の算定
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高エネルギー加速器研究機構



PF-AR（大強度放射光実験施設）は、現プロジェクト予定期間約12.1億円規模の老朽化対策費が
必要となる。
改修・更新費の財源として、プロジェクト研究経費等(補助金・交付金)または施設整備費補助金等の

予算の充当による整備を検討する。

機械設備合計,
1,049[百万円], 

100%

プロジェクト対象施設(PF)
改修・更新費用内訳

機械設備合計
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５－１ ｢プロジェクト関連施設｣の整備の方向性について
（４）プロジェクト関連施設の改修・更新費用の算定
（a）PF（放射光実験施設）

PF（放射光実験施設）は、現プロジェクト予定期間（2024年まで）、次期プロジェクト予定期間
（2025年～2034年まで）を考慮した改修・更新（性能維持または機能向上）費用の試算結果は次
のとおりである。

PF-AR（大強度放射光実験施設）は、現プロジェクト予定期間（2039年まで）を考慮した改修・更新
（性能維持または機能向上）費用の試算結果は次のとおりである。

（ア）PF（放射光実験施設）

（イ）PF-AR（大強度放射光実験施設）

PF（放射光実験施設）は、現プロジェクト及び次期プロジェクト予定期間に約10.5億円規模の老朽化
対策費が必要となる。
改修・更新費の財源として、プロジェクト研究経費等(補助金・交付金)または施設整備費補助金等の予

算の充当による整備を検討する。

機械設備合計,
1,210[百万円], 

100%

プロジェクト対象施設(PF-AR)
改修・更新費用内訳

機械設備合計

高エネルギー加速器研究機構
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（４）プロジェクト関連施設の改修・更新費用の算定
（b）スーパーBファクトリー（電子・陽電子衝突型加速器）

スーパーBファクトリー（電子・陽電子衝突型加速器）は、現プロジェクト予定期間（2027年まで）、
次期プロジェクト予定期間（2028年～2048年まで）を考慮した改修・更新（性能維持または機能向
上）費用の試算結果は次のとおりである。

５－１ ｢プロジェクト関連施設｣の整備の方向性について

スーパーBファクトリー（電子・陽電子衝突型加速器）は、次期プロジェクト予定期間までは約44億円規
模の老朽化対策費が必要となる。

改修・更新費の財源として、プロジェクト研究経費等(補助金・交付金)または施設整備費補助金等の
予算の充当による整備を検討する。

高エネルギー加速器研究機構

電気設備合計,
2,944[百万円],

67%

機械設備合計,
1,453[百万円],

33%

プロジェクト対象施設(KEKB)
改修・更新費用内訳

電気設備合計 機械設備合計



機械設備合計,
165[百万円], 

100%

プロジェクト対象施設(J-PARC)
改修・更新費用内訳

機械設備合計

電気設備合計,
1,531[百万円],

55%

機械設備合計,
1,251[百万円],

45%

J-PARC-MR・ハドロン実験施設
改修・更新費用内訳

電気設備合計 機械設備合計
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（４）プロジェクト関連施設の改修・更新費用の算定
（c）J-PARC（大強度陽子加速器施設）

ハドロン実験施設等は、現プロジェクト予定期間（2049年まで）を考慮した改修・更新（性能維持ま
たは機能向上）費用の試算結果は次のとおりである。

５－１ ｢プロジェクト関連施設｣の整備の方向性について

ハドロン実験施設等は、現プロジェクト予定期間約28億円規模の老朽化対策費が必要となる。ハドロン
実験施設等は、建設年数が経過しておらず、取り壊しが困難であるため、施設の維持が必要となる。
改修・更新費の財源として、プロジェクト研究経費等(補助金・交付金)または施設整備費補助金等の予

算の充当による整備を検討する。

ニュートリノ実験施設は、現プロジェクト（2027年まで）、次期プロジェクト予定期間（2028年～2047年ま
で）を考慮した改修・更新（性能維持または機能向上）費用の試算結果は次のとおりである。

（ア）ハドロン実験施設・MR加速器実験施設・物質生命科学実験施設

（イ）ニュートリノ実験施設

ニュートリノ実験施設は、現プロジェクト及び次期プロジェクト予定期間で、約1.6億円規模の老朽化対策
費が必要となる。ニュートリノ実験施設は、建設年数が経過しておらず、取り壊しが困難であるため、施設の
維持が必要となる。
改修・更新費の財源として、プロジェクト研究経費等(補助金・交付金)または施設整備費補助金等の予

算の充当による整備を検討する。
高エネルギー加速器研究機構
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５－２ ｢長寿命化対象施設｣の整備の方向性について
（１）長寿命化対象施設のトリアージについて

長寿命化対象施設のトリアージ候補施設（撤去・集約化・用途変更可能施設）一覧

トリアージ候補施設の中で、必要性の認められる施設については、用途変更や集約化の検討を行い、既存
施設の効果的な管理運用を行っていく。

長寿命化対象施設は、『建物･設備点検調査シート』｢②長寿命化対象施設｣の重要度・健全度・緊
急度の総合評価による整備順位付けを行い、ブロック分けしたものから総合順位の6位及び8位の施設は、
トリアージ候補施設とし、今後、施設の撤去・集約化・用途変更を進めるとともに、維持管理をやめる施設
とするが、放射線の維持管理に関わる施設は、トリアージ候補施設としない。
長寿命化対象施設45棟 39,100[m2]のうち、トリアージ候補施設(撤去・集約化・用途変更可能施

設)の6棟 約2,901[m2]の一覧は、次のとおりである。

団地名 棟番号 棟名称 建築年 構造 棟計

評価店

総合

トリアージ

重要度
緊急度+ 判定

健全度

東海 56 地下連絡通路 1988 R 216 Ｃ Ａ 6 ○

東海 51 1号館アネックス 1976 R 802 Ｃ Ａ 6 ○

大穂 23 ブースター電源棟 1972 S 256 Ｃ Ｂ 8 ◎

大穂 14 ＰＳ特高変電棟 1979 R 435 Ｃ Ｂ 8 ○

東海 52 器材収納庫 1970 S 976 Ｃ Ｂ 8 ◎

大穂 180 先端薄膜ターゲット開発棟 1986 R 216 Ｃ Ｂ 8 ○

高エネルギー加速器研究機構

トリアージ判定 凡例 ◎：トリアージ候補施設（撤去・集約化）である ○：トリアージ候補施設（用途変更）である
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長寿命化対象施設の修繕費シミュレーション

建物合計 電気設備合計 機械設備合計

トリアージ 基盤施設関連年間修繕・改修費 新たな財源確保

54

（２）長寿命化対象施設修繕費の算定
｢②長寿命化対象施設｣｢③小規模施設｣の修繕費の過去9年間(平成22年度～平成30年度)の年間

平均修繕・改修費は、約1.6[億円/年]である。大規模改修または設備更新や施設のトリアージによる整備
順位の下位のものを除き、修繕(部品交換等)・小規模更新・建物小改修に関わる修繕費のシミュレーション
結果は次のとおりである。

[百万円]

施設のトリアージにより、約30[億円]の整備需要の削減となる見込みであるが、現在の年間平均修繕・改
修費約1.6[億円/年]に対して、大幅な財源不足(約1.0[億円/年])が発生する。
設計・改修工法等の工夫による施設の延命化や整備サイクルの見直しを図ることにより、多少は対応可能と

なるが、限界があるため、施設のトリアージによる施設総量の最適化した後、新たな財源確保の検討を進めて
行く。
以上の長寿命化対象施設の修繕費の予算として、運営費交付金の基盤施設の整備に充てられる予算に

加えて、老朽化対策経費等の機構内予算ならびに営繕事業費を老朽化対策として充てる。

1.6[億円/年]

５－２ ｢長寿命化対象施設｣の整備の方向性について

整備需要の平均

高エネルギー加速器研究機構
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５－２ ｢長寿命化対象施設｣の整備の方向性について

（３）長寿命化対象施設の改修・更新費用の算定
｢長寿命化対象施設｣｢小規模施設｣の今後50年間（2019年～2068年まで）を考慮した改修・更

新（性能維持または機能向上）費用の試算結果は次のとおりである。

長寿命化対象施設は、約170億円規模の老朽化対策費が必要となる。
改修・更新費の財源として、機構内予算のみでは、全ての老朽化施設を解消することは困難であるため、纏

まった大規模改修・整備の財源として、施設整備費補助金等予算の充当による整備を検討する。

高エネルギー加速器研究機構

建物合計, 
6,699[百万円],

40%電気設備合計,
9,370[百万円],

55%

機械設備合計, 
884[百万円], 

5%

長寿命化対象施設改修・更新費

建物合計 電気設備合計 機械設備合計
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トリアージ 機構内年間平均修繕費
新たな財源確保

56

（１）機構全体の修繕費の算定
「①プロジェクト関連施設」・｢②長寿命化対象施設｣・｢③小規模施設｣の修繕費の過去9年間(平成22年度
～平成30年度)の年間平均修繕・改修費は、約3.7[億円]である。建物大改修・設備更新や施設のトリアー
ジによる整備順位の下位のものを除いた機構全体の修繕費のシミュレーション結果は次のとおりである。

[百万円]

現在の年間平均修繕・改修費約3.7[億円/年]に対して、大幅な不足分が発生する。
2050年度以降は、大型プロジェクト終了に伴い、修繕費の縮減が可能となるが、長寿命化対象施設の

維持のために、現在の年間平均修繕・改修費約1.6[億円/年]に対し、大幅に不足することになる。
運営費交付金等の機構内予算に加えて、新たな財源も活用し、老朽化対策を実施する。
以上の機構全体の修繕費について、機構内予算で対応する。

3.7[億円/年]

５－3 機構全体の整備の方向性について

プロジェクト
終了予定

1.6[億円/年]

整備需要の平均

高エネルギー加速器研究機構
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機構全体における現在の財源規模による老朽化進行状況シミュレーション

要整備額

今後40年間の施設の老朽化は年間約3.7[億円/年]進行する見込みである。
現在の年間平均修繕・改修費約3.7[億円/年]であるため、現在の財源規模のままであるとすると、今後

の老朽化進行状況のシミュレーションは、次のとおりである。

条件：2019年(現在)時点において、目標使用年数を経過した対象施設から順にスタートし、毎年、
目標使用年数を経過する施設を追加する。
(2019年現在、要整備需要約301[億円])

57

（１）機構全体の現在の財源規模による施設の老朽化進行状況シミュレーション

[百万円]

５－4 施設の老朽化進行状況シミュレーション

40年後に
約449[億円]
の未整備分の
積み残しが

発生！2019年現在
約301億円]
の老朽化対策
が必要！

40年後

3.7億円/年

高エネルギー加速器研究機構
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機構全体の老朽施設を今後40年間で解消する場合の老朽化進行状況シミュレーション

整備済額 要整備額
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（２）機構全体の老朽化施設を今後40年間で施設の老朽化解消を図るためのシミュレーション

５－4 施設の老朽化進行状況シミュレーション

[百万円]

老朽施設を解消するために、今後
40年間で、約19.1[億円/年]規模
の整備を実施！

40年後

老朽施設を生じさせない、安定
的な維持管理・更新が可能な
定常状態を実現！

機構全体の施設の多くは限界に近くまで老朽化しており、速やかな対応が必要とされるが、当面は応急対応
の修繕を実施して行くことで長くとも40年もたせた場合における老朽化を解消するシミュレーションは、次のとおり
である。

条件：2019年(現在)時点において、目標使用年数を経過した対象施設から順にスタートし、毎年、目標
使用年数を経過する施設を追加する。
(2019年現在の財源規模による整備需要約301[億円])

結果：40年間で老朽化を解消するシミュレーションの結果、約19.1[億円/年]の老朽施設再生事業費が
必要となる。

高エネルギー加速器研究機構
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プロジェクト関連施設の財源規模に応じた老朽化進行状況シミュレーション

要整備額
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（３）｢プロジェクト関連施設｣の現在の財源規模による施設の老朽化進行状況シミュレーション

[百万円]

５－4 施設の老朽化進行状況シミュレーション

30年後に
約340[億円]
の未整備分の
積み残しが
発生！

2019年現在
約246[億円]
の老朽化対策
が必要！

3.1億円/年

今後30年間の施設の老朽化は年間3.1[億円/年]進行する見込みである。
現在の年間平均修繕・改修費2.1[億円/年]であるため、現在の財源規模のままであるとすると、今後の

老朽化進行状況のシミュレーションは、次のとおりである。

条件：2019年(現在)時点において、目標使用年数を経過した対象施設から順にスタートし、毎年、
目標使用年数を経過する施設を追加する。
(2019年現在、要整備需要約246[億円])

30年後

高エネルギー加速器研究機構
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プロジェクト関連施設の老朽化を今後30年間で解消する場合の
老朽化進行状況シミュレーション

整備済額 要整備額
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（４） ｢プロジェクト関連施設｣を今後30年間で施設の老朽化解消を図るためのシミュレーション

５－4 施設の老朽化進行状況シミュレーション

[百万円]

老朽施設を解消するために、今後
30年間で、13.2[億円/年]規模
の整備を実施！

30年後

プロジェクト関連施設の多くは限界に近くまで老朽化しており、速やかな対応が必要とされるが、当面は応急
対応の修繕を実施していくことで長くとも30年もたせた場合における老朽化を解消するシミュレーションは、次の
とおりである。

条件：2019年(現在)時点において、目標使用年数を経過した対象施設から順にスタートし、毎年、目標
使用年数を経過する施設を追加する。
(2019年現在の財源規模による整備需要約246[億円])

結果：30年間で老朽化を解消するシミュレーションの結果、13.2[億円/年]の老朽施設再生事業費が
必要となる。

高エネルギー加速器研究機構
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長寿命化対象施設及びその他プロジェクト関連施設の財源規模による
老朽化進行状況シミュレーション

整備済額（トリアージあり）
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（５）｢長寿命化対象施設及びその他プロジェクト関連施設｣の現在の財源規模による
施設の老朽化進行状況シミュレーション

[百万円]

５－4 施設の老朽化進行状況シミュレーション

40年後に
約159[億円]
の未整備分の
積み残しが

発生！
2019年現在
約53[億円]
の老朽化対策
が必要！

40年後

今後40年間の施設の老朽化は年間約2.7[億円/年]進行する見込みである。
現在の年間平均修繕・改修費約1.6[億円/年]であるため、現在の財源規模のままであるとすると、今後

の老朽化進行状況のシミュレーションは、次のとおりである。

条件：2019年(現在)時点において、目標使用年数を経過した対象施設から順にスタートし、毎年、
目標使用年数を経過する施設を追加する。
(2019年現在、要整備需要約53億円])

2.7億円/年

高エネルギー加速器研究機構
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長寿命化対象施設及びその他プロジェクト関連施設の老朽化を
今後40年間で解消する場合の老朽化進行状況シミュレーション

整備済額（トリアージあり） 要整備額（トリアージあり）
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（６） ｢長寿命化対象施設及びその他プロジェクト関連施設｣を今後40年間で施設の老朽化解消を
図るためのシミュレーション

５－4 施設の老朽化進行状況シミュレーション

[百万円]

長寿命化対象施設の多くは限界に近くまで老朽化しており、速やかな対応が必要とされるが、当面は応急対
応の修繕を実施していくことで長くとも40年もたせた場合における老朽化を解消するシミュレーションは、次のとお
りである。
条件：2019年(現在)時点において、目標使用年数を経過した対象施設から順にスタートし、毎年、目標

使用年数を経過する施設を追加する。
(2019年現在の財源規模による整備需要約53[億円])

結果：40年間で老朽化を解消するシミュレーションの結果、5.9[億円/年]の老朽施設再生事業費が
必要となる。

老朽施設を解消するために、今後
40年間で、5.9[億円/年]規模の
整備を実施！ 40年後

高エネルギー加速器研究機構

①老朽施設
再生事業費
1.0[億円]

②研究所・研究施設
老朽対策経費
0.4[億円]

③営繕事業
0.4[億円]

④施設整備費
補助金等

4.1[億円]

5.9                          
[億円]

財源

※（参考）研究所・研究施設からの老朽対策経費 徴収割合

(前年度)各研究所・研究施設全体
基盤分執行額(運交金)

徴収対象
研究所・
研究施設
徴収割合

(前年度)徴収対象研究所・研究施設
基盤分執行額(運交金)

×

（今年度）徴収対象研究所・
研究施設基盤分配分額（運交金）

（今年度）徴収対象研究所・研究施設
全体基盤分配分額（運交金）

（補正係数）

老朽化を解消するための財源は、①新たに財源措置を行う老朽施設再生事業費と、②研究所・研究施設
から徴収を行う老朽対策経費（※）と、③施設費交付金による営繕事業に加えて、④施設整備費補助金
等の国費にて対応を予定している。

÷

（前年度）徴収対象研究所・
研究施設 基盤分配分額（運交金）

=
（前年度）徴収対象研究所・研究施設
全体基盤分配分額（運交金）
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長寿命化対象施設及びその他プロジェクト関連施設のトリアージ有無による
要整備額比較シミュレーション

要整備額（トリアージなし） 要整備額（トリアージあり）

63

５－4 施設の老朽化進行状況シミュレーション

（参考） ｢長寿命化対象施設及びその他プロジェクト関連施設｣における施設のトリアージによる要整備額比較

施設のトリアージをすることにより、
20年後に総額16.9[億円]
規模の整備を取り止め！

長寿命化対象施設及びその他プロジェクト関連施設において、施設のトリアージをすることによる要整備額の
比較シミュレーションは、次のとおりである。

条件：トリアージを行う施設は修繕・改修費を要整備額に含めない。
トリアージの有無により要整備額の比較を行う。

結果：シミュレーションの結果、20年後に総額16.9[億円]規模の維持管理を含めた整備を取り止めにする
ことができる。

20年後

[百万円] 施設のトリアージをすることにより、
50年総額30.2[億円]
規模の整備を取り止め！

約121[億円]
の要整備

50年後

高エネルギー加速器研究機構
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５－５ 今後の整備方針
（１）今後の整備方針について

①中長期的な維持管理コストの見通しについて
中長期的な維持管理コスト縮減する方策として、次のようなことが挙げられる。
・耐久性の高い素材などコスト縮減が図られる材料・工法を採用する
・部分または部位更新(改修)により施設の延命化が可能なものを検討する
・建物の改修や設備の更新後のメンテナンスが容易な構造にする
・履歴に基づいた修繕・改修コストの把握によりメンテナンスサイクルの構築を図る
・施設のトリアージ(撤去・集約化・用途変更)の年度計画を策定し、施設総量の最適化を確実な
ものにする

以上の対策により、中長期的な維持管理コストの見通すためには、コスト縮減に対する方策を計画
的に取り組むことが重要である。そのためには、定期的な点検・診断を実施し、現状把握に努め、診
断結果やそれらを踏まえた評価結果により、実態把握が不可欠となる。また、施設の長寿命化のため
の維持管理・更新に係る計画の策定とその見直しを図りながら、整備を進めていく。

②フォローアップ
インフラ長寿命化計画（個別施設計画）は、予算状況、劣化状況を鑑みて、Plan.（機構全体

の方針・方向性）、Do.（施設の維持管理）、 Check. （現状の評価・分析など）、 Action.
（見直し[３年を目処]）のインフラ長寿命化計画のPDCA サイクルを構築し、現状に合わせた計画
を運用する。

PDCA

サイクル

Plan

Action

Check

Do

インフラ長寿命化計画
（個別施設計画）

インフラ長寿命化計画
（行動計画）

機構全体の
方針・方向性

個別施設の現状

評価・分析 対策

金額(コスト)

維持管理 見直し

サイクル：3年

インフラ長寿命化計画のPDCAサイクルについて

高エネルギー加速器研究機構



１ 維持管理
施設の全体又は部分の初期性能・機能を使用目的に適合するよう維持する行為、または施設の

竣工時点の状態に保つ行為（修繕、点検、保守、運転監視、緑地管理、清掃、警備等）
（１）修繕
ア 施設のそれぞれの機能・性能が劣化により当初の使用目的に耐えられない状態になった場合に、

当初の機能・性能に回復させる行為
イ 部位・部材などの更新を含み、現時点の使用に支障のない最低限許容できる水準に回復させ

る補修
（２）点検
ア 施設の機能・性能の異常、劣化状態の調査
イ 外観点検、試験、測定及び分析を行い、機能に異常・劣化が認められる場合には対応措置を

判断する行為
（３）保守

施設の必要とする機能・性能を維持するために、点検時に行う注油、消耗品の交換、汚れの
除去、塗装の補修などの軽微な整備や調整等の行為

２ 施設整備
施設の新増改築・改修事業及び基幹整備の整備

（１）改修
経年劣化した施設の全体又は部分の原状回復を図る工事や、施設の機能・性能を求められる
水準まで引き上げる工事を行うこと

（２）更新
施設の建替えや性能維持・機能向上を含む大改修など劣化した部位・部材あるいは機器を新
しいものに取り替えること

（３）改築
老朽化により構造上危険な状態や、教育研究上、著しく不適当な状態にあるような既存の施
設を建て替えること

３ 予防保全
損傷が軽微である早期段階から、機能・性能の保持・回復を図るために修繕等を行う、予防的な

保全のこと。

４ 事後保全
老朽化による不具合が生じた後に修繕等を行う、事後的な保全のこと

５ 長寿命化
施設を将来にわたって長く使い続けるため、耐用年数を延ばすこと

78

用語の定義
本個別施設計画における用語の定義は、以下のとおりとする。
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用語の定義
本個別施設計画における用語の定義は、以下のとおりとする。

６ ライフサイクルコスト
施設の生涯(企画・設計～建設～運営管理～解体)の間に必要な総費用

７ トータルコスト
所有する全施設のライフサイクルコストの総費用

８ プロジェクトサイクル
プロジェクトの継続または終了の判断を行う一連の過程

９ 施設のトリアージ
本機構の理念、施設の現状、将来にわたる施設整備や維持管理に係る費用、財政状況の見通し等を

踏まえ、既存施設の保有の必要性や投資の可否とその範囲等を選別することである。
また、本計画内でのトリアージ候補施設とは撤去・集約化または用途変更可能な施設であることを示す。

高エネルギー加速器研究機構

２０２０年２月
高エネルギー加速器研究機構
インフラ長寿命化計画（個別施設計画）
作成・編集

担当事務局：高エネルギー加速器研究機構
施設部
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