
  

  令和４年度発注の見通し（建設工事等）         
 
  国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所長発注予定の令和４年度に 

おける建設工事等について、下記のとおり予定しているので公表します。 
 
 令和４年５月１６日 
                                       国立研究開発法人 森林研究・整備機構 
                     森林総合研究所 所長   浅野 透 
 
 

記 
      
  Ⅰ．一般競争入札（建設工事関係） 
 
  １．森林総合研究所十日町試験地共同実験室外壁改修工事 
   （１）工事区分  ：建築一式工事又は大工工事 
   （２）工事場所  ：新潟県十日町市川原町６１４－９ 
   （３）工  期  ：約５ヶ月 
   （４）工事概要  ：共同実験室（W-2）の外壁改修工事である。 
   （５）入札予定時期：第１四半期 
 
  ２．森林総合研究所 A-4 棟天井クレーン改修工事 
   （１）工事区分  ：機械器具設置工事 
   （２）工事場所  ：茨城県つくば市松の里１ 
   （３）工  期  ：約７ヶ月 
   （４）工事概要  ：既設施設の天井クレーン改修工事である。 
   （５）入札予定時期：第２四半期 
 
  ３．森林総合研究所 D-1 棟改修工事 
   （１）工事区分  ：建築一式工事 
   （２）工事場所  ：茨城県つくば市松の里１ 
   （３）工  期  ：約４ヶ月 
   （４）工事概要  ：既設施設の薬品庫への改修工事である。 
   （５）入札予定時期：第２四半期 
 

 ４．森林総合研究所 A－１棟高圧ガス保管施設改修工事 
   （１）工事区分  ：管工事 
   （２）工事場所  ：茨城県つくば市松の里１ 
   （３）工  期  ：約４ヶ月 
   （４）工事概要  ：A-1 棟（研究本館）高圧ガス保管施設の改修工事である。 
   （５）入札予定時期：第２四半期 



  

 
５．森林総合研究所 A－３１棟ビルトインチャンバー更新工事 

   （１）工事区分  ：管工事 
   （２）工事場所  ：茨城県つくば市松の里１ 
   （３）工  期  ：約８ヶ月 
   （４）工事概要  ：A-31 棟（木質耐震・快適性工学実験棟）のビルトインチャンバ

ーの更新工事である。 
   （５）入札予定時期：第２四半期  
 

 ６．森林総合研究所 A－３２棟発生室改修工事 
   （１）工事区分  ：管工事 
   （２）工事場所  ：茨城県つくば市松の里１ 
   （３）工  期  ：約７ヶ月 
   （４）工事概要  ：A-32 棟（きのこ遺伝資源開発棟）発生室(4 室)の改修工事であ

る。 
   （５）入札予定時期：第２四半期  
 

７．森林総合研究所木の酒研究棟増築工事 
   （１）工事区分  ：建築一式工事 
   （２）工事場所  ：茨城県つくば市松の里１ 
   （３）工  期  ：約５ヶ月 
   （４）工事概要  ：木の酒研究棟（W-1）の建築、それに伴う電気設備、機械設備

等の工事である。 
   （５）入札予定時期：第３四半期 
 

８．森林総合研究所 A－２棟他耐震改修工事 
   （１）工事区分  ：建築一式工事 
   （２）工事場所  ：茨城県つくば市松の里１ 
   （３）工  期  ：約５ヶ月 
   （４）工事概要  ：A-2 棟（林産化学製造実験棟）他３棟の耐震補強等の工事であ

る。 
   （５）入札予定時期：第３四半期  
 
 

Ⅱ．一般競争入札（建築士事務所関係） 
 １．森林総合研究所 A－７棟他耐震診断業務 

   （１）業務区分  ：建築士事務所 
   （２）業務場所  ：茨城県つくば市松の里１ 
   （３）履行期間  ：約６ヶ月 
   （４）業務概要  ：１０棟の耐震診断業務である。 
   （５）入札予定時期：第１四半期  



  

 
２．森林総合研究所 A－２棟他耐震改修工事設計業務  

   （１）業務区分  ：建築士事務所 
   （２）業務場所  ：茨城県つくば市松の里１ 
   （３）履行期間  ：約４ヶ月 
   （４）業務概要  ：４棟の耐震補強等の改修工事の設計業務である。 
   （５）入札予定時期：第１四半期 
 

３．森林総合研究所木の酒研究棟増築工事設計業務 
   （１）業務区分  ：建築士事務所 
   （２）業務場所  ：茨城県つくば市松の里１ 
   （３）履行期間  ：約４ヶ月 
   （４）業務概要  ：木の酒研究棟（W-1）増築工事に伴う設計業務である。 
   （５）入札予定時期：第１四半期  
 
 
 
 
 
                              問い合わせ先 
                                 国立研究開発法人 森林研究・整備機構  
                   森林総合研究所 総務部 資産管理課 管財総務係 
                                            ＴＥＬ ０２９－８２９－８１９７ 
                                            ＦＡＸ  ０２９－８２９－８３５５ 



  

 
                                                 【北海道支所発注分】 

令和４年度発注の見通し（建設工事等）         
 
  国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所北海道支所発注予定の令和４年

度における建設工事等について、下記のとおり予定しているので公表します。 
 
 令和４年５月１６日 
                                       国立研究開発法人 森林研究・整備機構 
                     森林総合研究所北海道支所長   吉田 和正 
 
 

記 
      
  Ⅰ．一般競争入札（建設工事関係） 
   １．北海道支所研究本館ほか放送設備等更新工事 
   （１）工事区分  ：電気工事 
   （２）工事場所  ：北海道札幌市豊平区羊ヶ丘７番地 
   （３）工  期  ：約７ヶ月 
   （４）工事概要  ：経年劣化による研究本館ほかの放送設備等の更新工事である。 
   （５）入札予定時期：第２四半期 
 
                  問い合わせ先 
                             国立研究開発法人 森林研究・整備機構  
                   森林総合研究所 北海道支所 総務課用度係 
                                          ＴＥＬ ０１１－５９０－５５１７ 

ＦＡＸ ０１１－８５１－４１６７ 
 
 
 
 



【関西支所発注分】

 

令和４年度発注の見通し（建設工事等）  

 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所関西支所発注予定の令和４年度

における建設工事等について、下記のとおり予定しているので公表します。

令和４年５月２０日

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

森林総合研究所関西支所長 桃原 郁夫

記

Ⅰ．一般競争入札（建設工事関係）

１．関西支所受変電設備等改修工事

（１）工事区分  ：電気工事

（２）工事場所  ：京都府京都市伏見区桃山町永井久太郎６８番地

（３）工  期  ：約６ヶ月

（４）工事概要  ：経年劣化による関西支所の受変電設備等の改修工事である。

（５）入札予定時期：第３四半期

補足：工期については、電子部品等の供給不足による製造遅延を考慮しない場合の

予定であり、状況を踏まえた上で、後日、決定する。 

Ⅱ．一般競争入札（建築士事務所関係）

１．関西支所受変電設備等改修工事設計業務

（１）業務区分  ：建築士事務所

（２）業務場所  ：京都府京都市伏見区桃山町永井久太郎６８番地

（３）履行期間  ：約３ヶ月

（４）業務概要  ：関西支所受変電設備等改修工事に伴う設計業務である。

（５）入札予定時期：第１四半期

問い合わせ先

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 

森林総合研究所 関西支所 総務課課長補佐

ＴＥＬ ０７５－３６６－９９１８（直通）

０７５－３６６－９９１８（代表）

ＦＡＸ ０７５－６１１－１２０７



  

 
                                                 【北海道育種場発注分】 

令和４年度発注の見通し（建設工事等）         
 
   国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所林木育種センター北海道育種

場長発注予定の令和４年度における建設工事等について、下記のとおり予定しているので

公表します。 
 
   令和４年５月１６日 
 
 
                          国立研究開発法人 森林研究・整備機構 
             森林総合研究所林木育種センター北海道育種場長 宮 俊輔  

   
                     

記 
 
 

 Ⅰ．一般競争入札（建設工事関係） 
  １．北海道育種場低温貯蔵施設建設工事 
   （１）工事区分  ：建築一式工事 
   （２）工事場所  ：北海道江別市文京台緑町５６１－１ 
   （３）工  期  ：約５ヶ月 
   （４）工事概要  ：増殖拠点の建築、それに伴う電気設備、機械設備等の工事であ

る。 
   （５）入札予定時期：第３四半期 
 

Ⅱ．一般競争入札（建築士事務所関係） 
１．北海道育種場低温貯蔵施設建設工事設計業務 

   （１）業務区分  ：建築士事務所 
   （２）業務場所  ：北海道江別市文京台緑町５６１－１ 
   （３）履行期間  ：約４ヶ月 
   （４）業務概要  ：北海道育種場増殖拠点整備工事に伴う設計業務である。 
   （５）入札予定時期：第１四半期  
 
 
                              問い合わせ先 
                          国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 
                林木育種センター北海道育種場 連絡調整課 庶務係 
                                          ＴＥＬ ０１１－３８６－５０８７ 

                 ＦＡＸ ０１１－３８６－５４２０ 



  

                                                 【東北育種場発注分】 
令和４年度発注の見通し（建設工事等）         

 
   国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所林木育種センター東北育種場

長発注予定の令和４年度における建設工事等について、下記のとおり予定しているので公

表します。 
 
   令和４年５月１６日 
 
 
                          国立研究開発法人 森林研究・整備機構 
             森林総合研究所林木育種センター東北育種場長 中村 隆史  

   
                     

記 
 
 
 

 Ⅰ．一般競争入札（建設工事関係） 
  １．東北育種場研究棟・庁舎屋根塗装工事 
   （１）工事区分  ：建築一式又は塗装工事 
   （２）工事場所  ：岩手県滝沢市大崎９５ 
   （３）工  期  ：約５ヶ月 
   （４）工事概要  ：経年劣化による研究棟及び庁舎屋根の塗装工事を行うものであ

る。 
   （５）入札予定時期：第１四半期 
 
 
                              問い合わせ先 
                          国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 
                林木育種センター東北育種場 連絡調整課 庶務係 
                                          ＴＥＬ ０１９－６８８－４５１８ 

ＦＡＸ ０１９－６９４－１７１５ 
 



  

                                                 【関西育種場発注分】 
令和４年度発注の見通し（建設工事等）         

 
   国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所林木育種センター関西育種場

長発注予定の令和４年度における建設工事等について、下記のとおり予定しているので公

表します。 
 
   令和４年５月１６日 
 
 
                          国立研究開発法人 森林研究・整備機構 
             森林総合研究所林木育種センター関西育種場長 古藤 信義  

   
                     

記 
 
 

 Ⅰ．一般競争入札（建設工事関係） 
  １．関西育種場挿し木高速増殖用養苗温室建設工事 
   （１）工事区分  ：建築一式工事 
   （２）工事場所  ：岡山県勝田郡勝央町植月中１０４３ 
   （３）工  期  ：約６ヶ月 
   （４）工事概要  ：挿し木高速増殖用養苗温室の建築、それに伴う電気設備、機械

設備等の工事である。 
   （５）入札予定時期：第２四半期 
 

Ⅱ．一般競争入札（建築士事務所関係） 
１．関西育種場挿し木高速増殖用養苗温室建設工事監理業務 

   （１）業務区分  ：建築士事務所 
   （２）業務場所  ：岡山県勝田郡勝央町植月中１０４３ 
   （３）履行期間  ：約６ヶ月 
   （４）業務概要  ：関西育種場挿し木高速増殖用養苗温室建設工事に伴う監理業務

である。 
   （５）入札予定時期：第３四半期  
 
                              問い合わせ先 
                          国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 
                林木育種センター関西育種場 連絡調整課 庶務係 
                                          ＴＥＬ ０８６８－３８－５１３８  

ＦＡＸ ０８６８－３８－５１３９ 



  

                                                 【九州育種場発注分】 
令和４年度発注の見通し（建設工事等）         

 
   国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所林木育種センター九州育種場

長発注予定の令和４年度における建設工事等について、下記のとおり予定しているので公

表します。 
 
   令和４年５月１６日 
 
 
                          国立研究開発法人 森林研究・整備機構 
             森林総合研究所林木育種センター九州育種場長 平井 郁明  

   
                     

記 
 
 

 Ⅰ．一般競争入札（建設工事関係） 
  １．九州育種場挿し木高速増殖用養苗温室整備工事 
   （１）工事区分  ：建築一式工事 
   （２）工事場所  ：熊本県合志市須屋２３２０－５ 
   （３）工  期  ：約６ヶ月 
   （４）工事概要  ：挿し木高速増殖用養苗温室の建築、それに伴う電気設備、機械

設備等の工事である。 
   （５）入札予定時期：第２四半期 
 

Ⅱ．一般競争入札（建築士事務所関係） 
１．九州育種場挿し木高速増殖用養苗温室整備工事監理業務 

   （１）業務区分  ：建築士事務所 
   （２）業務場所  ：熊本県合志市須屋２３２０－５ 
   （３）履行期間  ：約５ヶ月 
   （４）業務概要  ：九州育種場挿し木高速増殖用養苗温室整備工事に伴う設計業務

である。 
   （５）入札予定時期：第２四半期  
 
                              問い合わせ先 
                          国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 
                林木育種センター九州育種場 連絡調整課 庶務係 
                                          ＴＥＬ ０９６－２４２－３１５１  

ＦＡＸ ０９６－２４２－３１５０ 


