
国立研究開発法人　水産研究・教育機構

公益法人の
区分

国認定、都
道府県認定

の区分

応札･応募
者数

中央水産研究所資源研究棟新築その他工事
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　髙橋　宏昌
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

令和1年5月29日
（株）渡辺組
神奈川県横浜市中区南仲道３-３１

一般競争契約 453,600,000 462,132,000 98.1% - - -

中央水産研究所資源研究棟電気設備新設その他工事
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　髙橋　宏昌
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

令和1年6月11日
メルビック電工（株）
神奈川県横浜市神奈川区新子安１-３４-３

一般競争契約 281,124,000 281,232,000 99.9% - - -

講義棟教室改修工事
国立研究開発法人水産研究・教育機構
理事（水産大学校代表）　鷲尾　圭司
山口県下関市永田本町２-７-１

令和1年6月13日
福永建設（株）
山口県下関市一の宮本町１-７-２３

一般競争契約 14,558,400 15,260,400 95.3% - - -

中央水産研究所資源研究棟機械設備新設その他工事
国立研究開発法人水産研究・教育機構
総務部長　髙橋　宏昌
神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-３

令和1年6月20日
（株）日設
東京都港区芝浦１-２-１

一般競争契約 111,240,000 148,716,000 74.8% - - -

中央水産研究所排水沪過逆洗ポンプ交換工事
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　前野　幸男
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

令和1年7月5日
ダイダン（株）横浜支店
神奈川県横浜市中区桜木町１-１-８

一般競争契約 2,538,000 3,661,200 69.3% - - -

水産工学研究所館山臨海施設 浮き桟橋修繕工事
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産工学研究所長　日向野　純也
茨城県神栖市波崎７６２０-７

令和1年8月16日
（株）服部
千葉県館山市沼９２７-３

一般競争契約 12,927,600 14,385,600 89.8% - - -

西海区水産研究所五島庁舎設備棟屋根防水工事
国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長　板倉　茂
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

令和1年8月21日
山本企画（有）
長崎県五島市吉田町２８７９-５

一般競争契約 8,899,200 10,130,400 87.8% - - -

東北区水産研究所塩釜庁舎　増殖研究施設改修その他工事
国立研究開発法人水産研究・教育機構
東北区水産研究所長　小倉　未基
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

令和1年8月30日
（株）木元装建仙台営業所
宮城県仙台市太白区郡山谷地田西８-７

一般競争契約 10,044,000 20,746,800 48.4% - - -

西海区水産研究所八重山庁舎設備棟内直流電源装置更新工
事

国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長　板倉　茂
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

令和1年10月3日
（株）オカノ
沖縄県那覇市安謝１-２３-８

一般競争契約 6,490,000 10,296,000 63.0% - - -

増養殖研究所南勢庁舎チリングユニット更新工事
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

令和1年11月13日
東芝キャリア（株）中部支社
愛知県名古屋市西区名西２-３３-１０

一般競争契約 13,750,000 14,542,000 94.5% - - -

西海区水産研究所五島庁舎飼育水槽歩廊設置工事
国立研究開発法人水産研究・教育機構
西海区水産研究所長　板倉　茂
長崎県長崎市多以良町１５５１-８

令和1年12月11日
山本企画（有）
長崎県五島市吉田町２８７９-５

一般競争契約 6,787,000 7,777,000 87.2% - - -

中央水産研究所調査船蒼鷹丸係留桟橋電気設備復旧工事
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　前野　幸男
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

令和2年1月7日
（株）新栄電設工業
神奈川県横須賀市根岸町４-６-３

一般競争契約 10,483,000 10,692,000 98.0% - - -

中央水産研究所船舶管理棟フェンス復旧工事
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　前野　幸男
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

令和2年1月8日
（有）隆登緑化建設
神奈川県座間市ひばりが丘１-１１-２２

一般競争契約 9,581,000 11,066,000 86.5% - - -

東北区水産研究所塩釜庁舎　庁舎１階屋根防水改修工事
国立研究開発法人水産研究・教育機構
東北区水産研究所長　小倉　未基
宮城県塩釜市新浜町３-２７-５

令和2年1月24日
（株）木元装建仙台営業所
宮城県仙台市太白区郡山谷地田西８-７

一般競争契約 2,695,000 7,656,000 35.2% - - -

中央水産研究所横浜庁舎空調機ファンボックス更新工事
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　前野　幸男
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

令和2年1月27日
ダイダン（株）横浜支店
神奈川県横浜市中区桜木町１-１-８

一般競争契約 5,500,000 6,501,000 84.6% - - -

中央水産研究所調査船蒼鷹丸係留桟橋フェンス復旧工事
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所長　前野　幸男
神奈川県横浜市金沢区福浦２-１２-４

令和2年2月14日
（株）神奈川ナブコ
神奈川県横浜市西区花咲町７-１５０

一般競争契約 12,650,000 13,552,000 93.3% - - -

増養殖研究所南伊豆庁舎魚類飼育棟動力・電灯盤復旧改修
工事

国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

令和2年2月25日
（有）中西電機商会
三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦３８３１

一般競争契約 3,344,000 10,417,000 32.1% - - -

増養殖研究所南伊豆庁舎魚類飼育棟他改修工事
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２-１

令和2年2月25日
長田建設工業（株）
静岡県賀茂郡南伊豆町湊３２０-４

一般競争契約 22,000,000 25,784,000 85.3% - - -
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増養殖研究所南伊豆庁舎南伊豆庁舎ポンプ棟浸水対策工事
国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長　乙竹　充
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２－１

令和2年3月5日
長田建設工業（株）
静岡県賀茂郡南伊豆町湊３２０-４

一般競争契約 7,590,000 7,623,000 99.5% - - -

増養殖研究所南伊豆庁舎甲殻類飼育棟海水調温飼育設備改
修工事

国立研究開発法人水産研究・教育機構
増養殖研究所長事務代理　浜野　かおる
三重県度会郡南伊勢町中津浜浦４２２－１

令和2年3月25日
荏原実業（株）
東京都中央区銀座７-１４-１

一般競争契約 20,350,000 22,374,000 90.9% - - -


