
原子力関連工事会社概要 

1.企業名 三菱重工業株式会社 

2.所在地 〒652-8585 神戸市兵庫区和田崎町 1-1-1 

3.青森県内事業所所在地 日本原燃㈱殿構内 三菱六ヶ所作業事務所 

4.電 話 0175-71-4001 5.ＦＡＸ 0175-71-4048 

6. 代 表 者

名 

大内 博史 

7. 従 業 員

数 

連結：68,213人(2013年 3月 31日現在) 

単独：31,111人(2013年 3月 31日現在) 

8.資本金額 2,656 億円 

(2013 年 3月 31日現在) 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰ

ｼﾞ 

http://www.mhi.co.jp/index.html 

10.主要業種 エネルギー産業、航空産業、宇宙開発産業、船舶・海洋産業、交通システム産業、

物流・運搬産業、産業機械、インフラ設備産業、防衛産業 他 

11.原子力関連施設における主な受注業務 

加圧水型原子力発電プラント (納入済 23基 1,937 万 kW)、炉内構造物・原子炉容器他主要設備、 

ＡＰＷＲプラント（敦賀 3／4号機）、発電所の定期検査助勢業務、 

高速増殖実験炉「常陽」の炉心設計並びに回転プラグ・中間熱交換器・二次主冷却系設備の製作 

12.下請け企業に求める業務 

業務内容 必要な資格・技術 

① 機器・配管・換気空調・電気・計装設備点検 (1)会社としての資格：建設業の許可 

(2)免許： 

①ガス溶接作業主任者 

②5トン以上クレーン運転士 

③5トン以上移動式クレーン運転士 

④ＪＩＳ資格を有する溶接士 

⑤非破壊試験技術者

(PT,UT,RT,MT,ET)等 

(3)技能講習： 

①足場の組立等作業主任者 

②特定化学物質等作業主任者 

③第一種酸素欠乏危険作業主任者 

④玉掛け業務 

(4)特別教育 

①1トン未満の玉掛け業務 

②職長教育 

13.担当者役職・氏名・連絡先 

役職・氏名 

六ヶ所作業所長  大内 博史 

電話番号 0175-71-4097 

E-mail hiroshi_ouchi@mhi.co.jp 

 

http://www.mhi.co.jp/index.html


原子力関連工事会社概要 

1.企業名 株式会社 東芝 

2.所在地 〒105‐0023 東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 

3.青森県内事業所所在地 〒039‐3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾鮫字沖附 4‐71 

4.電 話 0175‐71‐4102 5.ＦＡＸ 0175‐71‐1059 

6.代表者名 株式会社 東芝 六ヶ所再処理建設所 所長 吉本 篤史 

7.従業員数 35,786 人（2013 年 3 月末） 8.資本金額 4,399 億円(2013 年 3 月末) 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.toshiba.co.jp/ 

10.主要業種 
電気機械器具製造業 他 

（デジタルプロダクツ、電子デバイス、社会インフラ、及び家庭電器事業 他） 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
原子力発電所及び原子力関連施設の点検及び保修工事 

12.下請け企業に求める業務 
業務内容 必要な資格・技術 

① 前提条件 
  放射線管理区域下での作業 

 

② 原子力発電所及び原子力関連設備の点検及び保修工

事における施工設計、工事計画、材料手配、工事管

理、工事施工、品質保証、品質管理業務 

点検工事内容によるが下記資格が要

求される現地業務がある。 
・非破壊検査資格 
 ＵＴ、ＲＴ、ＭＴ、ＰＴ、ＥＴ 
・溶接資格 
 ＭＥＴＩ溶接士、法定自主検査に

基づく溶接士、社内溶接資格 
・クレーン運転、足場組立、玉掛け、

酸欠、特化物、有機溶剤業務（免

許、技能講習終了） 
・後打ちアンカ施行、締結、ケーブ

ル端末処理業務（社内認定資格） 

13.担当者役職・氏名・連絡先 

役職 原子力福島復旧・サイクル技術部 グループ長 

氏名 浅野 真毅 

電話番号 03‐3457‐3741 

E-mail masaki.asano@toshiba.co.jp 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 日立 GE ニュークリア・エナジー株式会社 

2.所在地 茨城県日立市幸町三丁目 1番 1号 

3.従業員数 約 1,500 名 4.資本金額 50 億円 

5.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hitachi-hgne.co.jp/about/outline/index.html 

6.主要業種 発電用軽水型原子炉施設、高速増殖炉施設、原子燃料サイクル関連施設及びその他

関連製品の設計、製造、販売、据付及び保守に関する業務 

7.原子力関連施設における主な受注業務 
発電用軽水型原子炉施設、高速増殖炉施設、原子燃料サイクル関連施設及びその他関連製品の設

計、製造、販売、据付及び保守に関する業務 

8.青森県内建設所所在地 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付 4-74 

9.電 話 ０１７５－７１－４１５１ 10.ＦＡＸ ０１７５－７１－４１５０ 

11.代表者名 六ヶ所総括事務所 所長 芝野 芳樹 

12.下請け企業に求める業務 
業務内容 必要な資格・技術 

① バルブ、ポンプ、送・排風機の分解点検 特化則、危険物 
機械組立 

②   

③   

④   

⑤   

⑥   

⑦   

⑧   

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名  燃料ｻｲｸﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ  

       技師  鈴木 雅也 

電話番号 ０２９４－５５－８４８０ 

E-mail masaya.suzuki.bz@hitachi.com 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 三菱マテリアルテクノ株式会社 

2.所在地 東京都千代田区九段北 1 丁目 14 番 16 号 

3.青森県内事業所所在地 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字弥栄平 1-5 

4.電 話 0175(71)4201 5.ＦＡＸ 0175(71)4219 

6.代表者名 六ヶ所事務所 所長   蒲原 祐輔 

7.従業員数 1,172 名 8.資本金額 10 億４２８５万円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.mmtec.co.jp/ 

10.主要業種 ・プラント建設 ・土木建築 ・電気計装 ・空調 ・原子力ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ・地中

熱利用システム ・資源探査、ボーリング ・環境調査、評価 ・装置製作 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
電気・計装・機器・配管・換気空調設備に係わる設計・製作・施工・保守点検業務 

12.下請け企業に求める業務 
業務内容 必要な資格・技術 

① ポンプ、送風機、弁類の点検整備 玉掛け、クレーン運転、有機溶剤作

業主任者 

② 電気設備（電気盤、電路、）点検整備 電気工事士 

③ 計装用機器（計器・制御盤等）点検整備 電気工事士、計装士、特定化学物質

取扱主任者 

④ 機器配管設備点検整備 玉掛け、クレーン運転、有機溶剤作

業主任者、特定化学物質取扱主任者、

ボイラー整備士 
⑤ 保温保冷工事  

⑥ 足場の掛け払い業務 足場の組立て作業主任者 

⑦   

⑧   

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

六ヶ所事務所 副所長  佐藤 繁 

電話番号 ０１７５（７１）４２０１ 

E-mail shigeru@mmc.co.jp 

http://www.mmtec.co.jp/


原子力関連工事会社概要 

1.企業名 株式会社ＩＨＩ 

2.所在地 東京都江東区豊洲三丁目１－１ 豊洲ＩＨＩビル 

3.青森県内事業所所在地 上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付４－７４日本原燃（株） IHI六ヶ所
建設工事事務所 

4.電 話 ０１７５－７１－４２３０ 5.ＦＡＸ ０１７５－７１－４２３２ 

6.代表者名 IHI六ヶ所建設工事事務所 所長 木村 訓 

7.従業員数 ７，９８２名 8.資本金額 ９５７億円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http：//www.ihi.co.jp 

10.主要業種 航空・宇宙、ｴﾈﾙｷﾞｰ、貯蔵・ﾌﾟﾛｾｽ・医薬ﾌﾟﾗﾝﾄ、社会ｲﾝﾌﾗ・ｾｷｭﾘﾃｨ、物流・運搬機
械、産業機械、分離機・圧縮機・過給機、建設機械・農業機械、生活関連に関連す

る製品の開発・設計・製作または建設 
11.原子力関連施設における主な受注業務 
主に原子炉圧力・格納容器，熱交換器等の主要機器を供給している。また，青森県六ヶ所村の原燃サ

イクル基地には返還高レベル廃棄物受入・貯蔵施設、第２期返還高レベル廃棄貯蔵施設を納入し，使

用済核燃料再処理工場の高レベル放射性廃液ガラス固化・貯蔵施設を担当し、現在、使用前検査の一

部を残すのみである。また、高レベル廃液ガラス固化体貯蔵施設西棟、ガラス固化技術開発施設が試

運転中である。これら施設のメンテナンス業務を担当。 
12.下請け企業に求める業務 

業務内容 必要な資格・技術 
① ﾌﾟﾛｾｽ機器、遠隔機器等の機械設備の点検業務 機器の知識を持って、点検／補修が

実施できること。（機械工事の資格と

経験も有していること。） 
② 各機器の制御盤、操作盤等の計装設備の点検業務 計装機器の知識を持って、点検／補

修が実施できること。（電気計装工事

の資格と経験も有していること。） 
③ ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用治工具等の設計・製作 治工具に関する必要な知識を持っ

て、設計・製作が実施できること。 

④   

⑤   

⑥   

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

主査・矢ヶ崎 正 

電話番号 ０４５－７５９－２６６３ 

E-mail tadashi_yagasaki@ihi.co.jp 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 日揮株式会社 

2.所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３－１ 

3.青森県内事業所所在地 日本原燃殿再処理工場内現場事務所 

4.電 話 ０１７５－７１－４３１５ 5.ＦＡＸ ０１７５－７１－４３１８ 

6.代表者名 代表取締役会長 竹内敬介  代表取締役社長 川名浩一 

7.従業員数 6,712 名（連結）2,185（単体） 
       （2013.3.31 現在） 

8.資本金額 約 23,511 百万円 
       (2913.3.31 現在) 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.jgc.co.jp 

10.主要業種 石油・ガス・石油精製・石油化学・原子力の各種プラント・設備のコンサルテーシ

ョン、設計、機材調達、建設工事、オペレーション、事業投資等 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
・核燃料サイクル開発機構殿 再処理施設 
・原子力発電所 放射性廃棄物処理施設 
・日本原燃殿 再処理工場 、濃縮工場、低レベル放射性廃棄物埋設センター 

12.下請け企業に求める業務 
業務内容 必要な資格・技術 

① 機器類搬入据付工事、配管工事 機械器具設置監理技術者、移動式クレーン運転士、

足場の組立等作業主任者、玉掛け技能、管工事施工

管理技士、高圧ガス製造保安責任者、消防設備士、

危険物取扱主任者、危険物取扱主任者等 
② 電気計装工事 電気工事施工監理技士、電気工事士等 

③ 機器、電気計装品類の保守点検業務 第一種圧力容器取扱作業主任者、ボイラー技士、危

険物取扱主任者、電気工事士 

④ その他  

   
   

  ここに記載した資格等は、業務に関連する

資格等を挙げたもので、下請け企業に必須

という意味ではありません、 
   
13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

ｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 佐藤正勝 

電話番号 ０４５－６８２－８３８３ 

E-mail sato.masakatsu@jgc.co.jp 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 株式会社 神戸製鋼所 ／ ＡＴＳＣ株式会社 

2.所在地 〒651-8585  兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通２－２－４ 

3.青森県内事業所所在地 〒039-312 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖附４－７１ 

4.電 話 ０１７５－７１－４８０６ 5.ＦＡＸ ０１７５－７１－４８０７ 

6.代表者名 
株式会社神戸製鋼所 六ヶ所事務所長 柏原 晋一郎  
ＡＴＳＣ株式会社 六ケ所支社長 金澤 俊夫 

7.従業員数 連結：36,018人 単体：10,398人 8.資本金額 2,333億円（2013年 3月 31日現在） 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kobelco.co.jp/ 

10.主要業種 
鉄鋼関連事業、アルミ・銅関連事業、溶接関連事業、機械関連事業、 
エンジニアリング関連事業 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
・日本原燃㈱殿向け 再処理事業部及び埋設事業部 廃棄物貯蔵建屋等の機電設備工事、 

再処理事業部及び埋設事業部 既納入設備メンテナンス案件 
・リサイクル燃料貯蔵㈱殿向け 燃料貯蔵施設主要機電設備工事 
・電源開発㈱向け 大間原子力発電所第 1 号機 各種タンク設備工事  
12.下請け企業に求める業務 

業務内容 必要な資格・技術 
① 管理区域内メンテナンス工事管理経験者 原子力関係の書類作成・工事管理に

関する経験及び実績（特に日本原燃

㈱殿関係） 
② 工事・工程管理経験者 原子力関係の業務での工事管理・工

程管理経験者（特に日本原燃㈱殿関

係） 
③   

④   

⑤   

⑥   

⑦   

⑧   

13.担当者役職・氏名・連絡先 

役職 原子力・CWD本部営業部原子力室 課長 

氏名 門脇 好幸  

電話番号 ０３－５７３９－６６５３ 

E-mail Kadowaki.yoshiyuki@kobelco.com 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 再処理機器株式会社（RECO） 

2.所在地 東京都港区虎ノ門三丁目 8 番 21 号 虎ノ門 33 森ビル 4 階 

3.青森県内事業所所在地 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字上尾駮 22 番 338（六ヶ所事務所） 

4.電 話 03－5408－8611（本社） 
0175－73－3133（六ヶ所事務所） 

5.ＦＡＸ 03－5408－8601（本社） 
0175－73－0608（六ヶ所事務所） 

6.代表者名 代表取締役 社長 桑田敬之 

7.従業員数 26 名 8.資本金額 2,000 万円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.reco-ltd.co.jp/ 

10.主要業種 特殊機器製造業 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
・再処理施設向け特殊機器 ［MERC（遠隔保守装置）、PAAC ポンプ（ホットセル用特殊ポンプ）、 
 再処理プロセス用バルブ、ミキサセトラ用攪拌機、高性能粒子フィルタ、プロセスインラインモニター、 

 サンプリングベンチ（分析試料自動採取装置）等］ 
・同上機器のメンテナンス業務 
・原子力施設向け遮へい窓 
12.下請け企業に求める業務 

業務内容 必要な資格・技術 
① 再処理向け特殊機器の部品製造 機械加工技術、溶接技術、電気技術、計装技術、 

表面処理技術、品管非破壊検査技術、 
機器計測技術 

② 同上機器のメンテナンス クレーン操作、玉掛け、高所作業、酸欠防止、 
放射線管理、機械技術、電気･計装技術、 
品管非破壊検査技術 

③   

④   

⑤   

⑥   

⑦   

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

業務部長 石田 秀人 

電話番号 03－5408－8611 

E-mail ishida@reco-ltd.co.jp 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 株式会社 ジェイテック 

2.所在地 〈本社〉〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附 1-3 

3.青森県内事業所所在地 〈再処理作業所〉 ( 日本原燃再処理構内 ) 

〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付 4-91 

4.電 話 0175-71-1351（本社） 5.ＦＡＸ 0175-71-1352 

6.代表者名 代表取締役社長  矢作 徹 

7.従業員数 389 名 ( 2013 年 10 月 1 日現在 ) 8.資本金額 4,000 万円 ( 日本原燃 100%出資 ) 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.j-tech66.co.jp/jndex.html 

10.主要業種 >使用済燃料の再処理設備の運転・保守に係る業務 
>ウラン濃縮設備の運転・保守に係る業務 
>放射性物質及び放射線の管理に係る業務 
>建設業（土木・建築・電気・管・塗装・機械器具設備等工事業） 
>動産及び不動産の賃貸事業 
>その他付帯関連する事業 

11.原子力関連施設における主な受注業務 

日本原燃㈱ 再処理事業所及び濃縮・埋設事業所に於ける上記関連受注業務 

12.下請け企業に求める業務 

業務内容 必要な資格・技術 

① 機械設備法定点検業務 ( 法定点検機器・設備 ) 
 

各種技能講習・当該運転免許 

② 機械設備定期点検・保守補修の業務  
( 空調機器類・ユーティリティー関連機器・弁類 ) 

 

③ 機器振動測定・解析の業務  
油脂類分析の業務  

機械状態監視診断技術者 
(振動 ｶﾃｺﾞﾘｰⅡ)(潤滑油診断技術者 ｶﾃｺﾞﾘｰ I) 

④ 計測制御設備 保守補修の業務 ( 各種計器類・制御盤 ) 
計測制御設備設計・施工の業務  
( 計装品リプレースに伴う設計エンジニアリング・改造工事 ) 

 

⑤ 電気設備 保守補修の業務  
( 分電盤・配電盤・トランス盤・各種電気盤 ) 

 

⑥ 建築物調査業務 ( コンクリート詳細点検 ) 
土木構築物調査業務 ( 免震建物点検 ) 

コンクリート診断士 
免震建物点検技術者 

⑦ 設計エンジニアリング業務 全般 
 

 

⑧ 三次元レーザー計測  
 

 

⑨ 配管・架構・冶工具等の設計及び製作  
 

 

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

統括業務部 品質・安全管理 GL 

四方山 敏彦 

電話番号 0175-71-2450 

E-mail t-shihoyama@j-tech66.co.jp 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 株式会社 東京エネシス 

2.所在地 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町１－３－１ 

3.青森県内事業所所在地 〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字弥栄平１－５ 

4.電 話 ０１７５－７１－４０７５ 5.ＦＡＸ ０１７５－７１－４０７６ 

6.代表者名 青森支社長  山中 靖 

7.従業員数 1,226 名（H25.3.31 現在） 8.資本金額 28 億 81 百万円（H25.3.31 現在） 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.qtes.co.jp/ 

10.主要業種 ・火力･原子力･水力発電所 変電所 化学ﾌﾟﾗﾝﾄ 工場 ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 環境関連設備 
 一般家屋等の機械装置および電気設備の企画 調査設計 施工 管理他 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
・日本原燃殿 再処理工場使用済燃料受入貯蔵施設定期点検工事 
・日本原燃殿 再処理本体設備点検工事 
・日本原燃殿 試薬建屋運転管理業務 他 
 
12.下請け企業に求める業務 

業務内容 必要な資格・技術 
① 設計段階でのＣＡＤ図作成業務  

② 工事用資機材・一般製品の購入  

③ 電気計装品、回転機器、弁の点検 職長教育、玉掛け、足場主任者 
電気工事士など 

④ 非破壊検査業務 浸透探傷試験・レベル２ 

⑤ 機器据付業務 
 

 

⑥ 配管溶接据付業務  

⑦   

⑧   

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

青森支社 副支社長 巻口 覚 

電話番号 ０１７５－７１－４０７５ 

E-mail makiguchi.06140@qtes.co.jp  

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 東北発電工業株式会社 

2.所在地 宮城県仙台市青葉区大町二丁目１５－２９（大町電力ビル内） 

3.青森県内事業所所在地 東通支社   ：下北郡東通村大字白糠字前坂下３４－４ 
六ヶ所事業所 ：上北郡六ヶ所村大字尾駮字弥栄平１－１０３ 

4.電 話 東通支社   0175-46-2240 
六ヶ所事業所 0175-71-0305 

5.ＦＡＸ 東通支社   0175-46-2279 
六ヶ所事業所 0175-71-0306 

6.代表者名 取締役社長  加藤 博 

7.従業員数 １８１９名 （Ｈ25.3 月現在） 8.資本金額 １０億円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tohatu.co.jp 

10.主要業種 発変電設備，原子燃料サイクル関連設備，電気通信設備及び各種産業用設備の調査， 
設計，製作，施工，販売，賃貸借，診断，検査並びに運転保守。 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
・東北電力㈱東通原子力発電所の定期点検工事，一般修繕工事ほか。 
・日本原燃㈱再処理工場の保守工事（ポンプ，電動機，電気設備，計装品等の点検） 

およびユーティリティ施設運転業務。 

12.下請け企業に求める業務 
業務内容 必要な資格・技術 

①  原子力発電所の電気，計装，機械設備の機器分解・

開放点検・試運転業務 
◆品質・安全・放射線管理ができる

こと。 
◆以下の資格を有すること。 
・建設業法の各種許可 
・第１種電気工事士 
・高圧ケーブル工事技能認定者 
・小型移動式クレーン技能者 
・天井クレーン運転士 
・床上操作式クレーン技能者 
・玉掛技能者 
・足場組立等作業主任者 
・ＲＳＴ教育 
・低圧電気取扱教育 
・高圧電気取扱教育 
・酸欠危険作業主任者 
・非破壊検査の各種資格 

②  日本原燃㈱再処理工場の電気，計装，機械設備の機

器分解・開放点検・試運転業務 

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

東通支社 副支社長  前川 哲也 

電話番号 ０１７５－４６－２２４０ 

E-mail th1979037@tohatu.co.jp 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 日本建設工業株式会社 

2.所在地 東京都中央区月島 4-12-5 

3.青森県内事業所所在地 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付 4-71 

4.電 話 0175-71-4013 5.ＦＡＸ 0175-71-4015 

6.代表者名 小川 裕章 

7.従業員数 ４５４名 8.資本金額 ４億円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nikkenko.co.jp 

10.主要業種 原子力・火力発電プラント、再処理プラント、自家発電設備の設計・施工及び 
定期点検・保守点検・改造工事 

11.原子力関連施設における主な受注業務（六ヶ所再処理施設受注業務） 
1.各建屋 弁・ポンプ類分解・点検業務  2.各建屋 機器・配管設備 保修・改造工事   
3.AA 建屋 第 1 種圧力容器年次点検   4.AA 建屋 安全蒸気ボイラ A.B 設備点検 
5.FA 建屋 燃料取出装置定期点検    6.FA 建屋 天井クレーン定期点検 
7.FA 建屋 BP 切断装置定期点検 
12.下請け企業に求める業務 

業務内容 必要な資格・技術 
① 弁・ポンプ類の分解点検及び保修 業務内容に関連する諸資格、技能講

習等 

② 圧力容器・熱交換器類の分解開放点検及び保修        〃 

③ 機器・配管設備の据付・保修改造工事        〃 

④ 電気計装設備の据付・保修改造工事        〃 

⑤ 換気空調設備の据付・保修改造工事        〃 

⑥   

⑦   

⑧   

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

所長 小川 裕章 ・ 事務主任 木村 孝之 

電話番号 0175-71-4013 

E-mail kimuraty@nikkenko.co.jp 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 太平電業株式会社 

2.所在地 東京都千代田区神田神保町２－４ 

3.青森県内事業所所在地 青森県上北郡六ヶ所村尾駮字沖附４－７１  （六ヶ所事業所） 

4.電 話 0175-71-4004 5.ＦＡＸ 0175-71-4049 

6.代表者名 代表取締役社長  野 尻  穣    

7.従業員数 約 1,539 名 8.資本金額 40 億 80 万円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.taihei-dengyo.co.jp 

10.主要業種 ・プラント建設・電気計装・土木建築・製作・補修・空調・衛生設備・ 
ビル電気設備・光通信設備 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
・機器のメンテナンス 
・配管工事 
・電気計装工事 
・設備の改造工事 等 
12.下請け企業に求める業務 

業務内容 必要な資格・技術 
① 機器の分解点検 玉掛、酸欠、有機溶剤、足場 

② 配管布設 ガス、溶接、足場、玉掛 

③ 重量物の吊搬 玉掛、小型移動式クレーン 

④ 足場の組立・解体 足場、玉掛 

⑤ 機器等の据付 玉掛、溶接、足場 

⑥ ケーブルトレイの布設 玉掛、溶接、足場 

⑦ 保温・塗装 有機溶剤 

⑧   

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

六ヶ所事業所 所長 藤田  力 
電話番号 0175-71-4004 

E-mail fujita-c@taihei-dengyo.co.jp 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 株式会社クリハラント 

2.所在地 大阪市西区靱本町１－１１－７ 信濃橋三井ビル４F 

3.青森県内事業所所在地 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字弥栄平１－５ 

4.電 話 ０１７５－７１－４００８ 5.ＦＡＸ ０１７５－７１－４０１２ 

6.代表者名 六ヶ所作業所 所長 稲谷 昭二 

7.従業員数 ７４１名 8.資本金額 ５億３百万円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kurihalant.co.jp/ 

10.主要業種 １．火力、原子力発電所、一般産業プラントの電気、計装、設計工事並びに保修工事 

２．大型変圧器、配電盤開閉装置の一部設計、製作、組立、据付工事 

３．一般電気工事  

４．製管工事、配管工事、製缶工事及び機器の据付工事 

５．電気通信工事 

11.原子力関連施設における主な受注業務 

１．電気工事：配管配線工事、盤据付工事、所内電源設備工事など。 

２．計装工事：電気計装全般の施工・設計工事、計装設備計器据付工事や空気配管･検出配管工事、主要機器機内工事、 

ヒートトレース設備工事、計装設備計器の試験調整や総合機能確認試験など 

12.下請け企業に求める業務 
業務内容 必要な資格・技術 

①  計装設備（計器）の保守点検 
職長・安全衛生責任者、 
（電気工事士、計装士） 

② 電気設備（配電盤開閉装置）の保守点検 
職長・安全衛生責任者、 
（電気工事士） 

②  電気・計装・通信工事 

職長・安全衛生責任者、 
（電気工事士、計装士、JIS 溶接士） 
電気・計装・通信工事に係わる配管配線及び

端末処理作業 

④   

⑤   

⑥   

⑦   

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

工事次長 重面 隆雄 

電話番号 ０１７５－７１－４０３４(PHS:8813) 

E-mail jyumen@kurihalant.co.jp 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 株式会社 関電工 

2.所在地 東京都港区芝浦４－８－３３ 

3.青森県内事業所所在地 上北郡六ヶ所村尾駮野附１－８０（六ヶ所村尾駮沖付４－５８） 

4.電 話 ０１７５－７１－４８５８ 5.ＦＡＸ ０１７５－７１－４８６０ 

6.代表者名 六ヶ所事業所長／清水 孝徳 

7.従業員数 6,504 名 8.資本金額 10,264 百万円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kandenko.co.jp/ 

10.主要業種 電気設備工事 リニューアル工事 空調給排水設備工事 計装設備工事 
情報通信関連工事 電力設備工事 エネルギー関連 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
・原子力発電所、変電所電気設備の建設、保守及び改良工事 

   日本原燃㈱再処理施設 電気・計装設備保守点検、電気設備工事 

東京電力㈱原子力発電所 電気・計装設備保守点検、電気・計装設備工事 

日本原子力発電㈱原子力発電所 電気・計装設備保守点検、電気・計装設備工事 
12.下請け企業に求める業務 

業務内容 必要な資格・技術 
① 日本原燃㈱再処理施設 電気分野  

M/C(ﾒﾀｸﾗ)、P/C(ﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ）、MCC(ﾓｰﾀｰｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ）
などの保守メンテナンス 

電気工事士 

電気主任技術者 

② 日本原燃㈱再処理施設 計装分野 
計装機器（伝送器、コントローラなど）の保守メン

テナンス 

計装士 
溶剤除去性浸透探傷検査技術者 

③   

④   

⑤   

⑥   

⑦   

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

原子力部 六ヶ所事業所長 清水 孝徳 

電話番号 ０１７５－７１－４８５８ 

E-mail Shimizu-t01@kandenko.co.jp 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 青森日揮プランテック株式会社 

2.所在地 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附 1－３５ むつ小川原ビル 

3.青森県内事業所所在地 同上 

4.電 話 0175-71-1515 5.ＦＡＸ 0175-71-1516 

6.代表者名 代表取締役 小野眞一郎 

7.従業員数 205 名 8.資本金額 5000 万円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http:/a-plantech.co.jp/ 

10.主要業種 原子力管施設及び一般産業プラントについて 
機械、電気、計装設備の点検、工事及び施設運転管理 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
○再処理事業所  再処理工場 
 ・Ｇ，Ｅ，Ｆ，Ｄ施設設備点検、Ｄ，Ｆ施設運転業務委託 
○濃縮、埋設事業所 
 ・運転状況監視、日常点検、週例・月例点検及び定期点検 
○各原子力発電所 
 ・電気、計装設備点検 
12.下請け企業に求める業務 

業務内容 必要な資格・技術 
① 【機械設備の保守点検】 

ポンプ、バルブ、クレーン、送風機、ブロア等 
機器の分解点検・部品交換 他 

資格・技術については業務に応じて 
別途ご相談させて頂きます。 
工事実績/経験等ご提示願います。 

② 【電気・計装設備の保守点検】 
計器単体校正、ループ試験、盤点検 他 同 上 

③ 機械器具設置工事、配管工事、電気、計装工事 
（設計、製作、現場施工等） 同 上 

④   

⑤   

⑥   

⑦   

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

営業部 課長 高橋 俊一 

電話番号 0175-71-1515 

E-mail s-takahashi-@a-plantech.co.jp 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 三興グループ（株式会社 三興/三興コントロール株式会社） 

2.所在地 東京都品川区東大井 2-27-10 

3.青森県内事業所所在地 六ヶ所村大字尾字沖附 4-108（日本原燃構内） 

4.電 話 0175-72-1041 5.ＦＡＸ 0175-72-1042 

6.代表者名 坂田 清 

7.従業員数 163 人（三興グループ全社） 8.資本金額 10,000 万円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http;//w.w.w.skgr.co.jp 

10.主要業種 原子力発電所、核燃ｻｲｸﾙ施設、一般産業ﾌﾟﾗﾝﾄの 
-機器据付工事・配管工事・電気計装工事 
-制御盤、計装ﾗｯｸ等の製作 
-計装設備保全サービス 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
（計装設備保全ｻｰﾋﾞｽ） 
-分離建屋 計装設備 計器点検 
-ガラス固化・貯蔵建屋 計装設備 計器点検 

12.下請け企業に求める業務 
業務内容 必要な資格・技術 

① 保全工事 
（機械・電気・計装） 

電気工事士 
計装士 

② 保全サービス 
（計装校正業務） 

 

③   

④   

⑤   

⑥   

⑦   

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

エネルギー事業部 営業部 

部長 滝 啓実 

電話番号 03-3761-2117 

E-mail Taki-h@sankogr.co.jp 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名  美和電気工業株式会社 

2.所在地  東京都新宿区新宿 2-8-1 新宿セブンビル 

3.青森県内事業所所在地  上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附 221-12 

4.電 話  0175-72-4800 5.ＦＡＸ  0175-72-4001 

6.代表者名  六ヶ所営業所長 工藤 隆広 

7.従業員数  370 名 8.資本金額  5,500 万円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.miwadenki.co.jp 

10.主要業種 ①産業関連機器の販売と賃貸、およびエンジニアリング、製作とメンテナンス、労働者派遣 

②計装・電気・通信工事の設計及び工事の請負 ③ ①・②に附帯する一切の業務 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
 ・計装機器点検、修理 ・計装機器更新工事 
 ・測定器レンタル ・計装設備点検指導員業務 

12.下請け企業に求める業務 
業務内容 必要な資格・技術 

①  計装機器点検 
 

2 級計装士と同等のレベルを希望 

②  計装機器設置工事 2 級計装士、2 級電気施工管理技士と

同等のレベルを希望 

③  放射線管理業務 原子力施設での作業実績を希望。 

④    

⑤    

⑥    

⑦    

⑧    

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 六ヶ所営業所長 工藤 隆広 

 

電話番号  0175-72-4800 

E-mail  t-kudou@miwadenki.co.jp 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 新日本空調株式会社 

2.所在地 本社：東京都中央区日本橋浜町 2-31-1（浜町センタービル） 

3.青森県内事業所所在地 六ヶ所総合事務所：六ヶ所村大字尾駮字野附 1-51 尾駮ﾚｲｸﾀｳﾝ内 

4.電 話 0175-71-0212 5.ＦＡＸ 0175-71-1319 

6.代表者名 野元正宣 

7.従業員数 860 名 8.資本金額 51 億 5,860 万円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.snk.co.jp/ 

10.主要業種 ・原子力施設空調設備、一般空調設備、産業空調設備の機械設備の保守点検工事 
・原子力施設空調設備、一般空調設備、産業空調設備の機器設置、改修工事 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
日本原燃殿：（再処理） 換気空調設備点検・手入れ、補修・改善業務 
      （濃縮）換気空調設備点検・手入れ、補修・改善業務 
東北電力殿：換気空調設備点検・手入れ、補修・改善業務 
電源開発殿：換気空調設備機器設置業務 
12.下請け企業に求める業務 

業務内容 必要な資格・技術 
① ファン（送・排風機）点検業務 

（分解・簡易点検、運転調整他） 
点検業務及び足場組立等 
（資格：足場） 

② 空調機点検業務 
（分解・簡易点検、運転調整他） 

点検業務及び足場組立等 
（資格：足場） 

③ 冷凍機点検業務 
（分解・簡易点検、運転調整他） 

点検業務及び足場組立等 
（資格：足場） 

④ 空調設備機器設置・試運転業務 
（据付・運転確認） 

点検業務及び足場組立等 
（資格：玉掛け･ｸﾚｰﾝ･足場） 

⑤ 空調配管（ドレン等）据付業務 
（撤去・据付・運転確認） 

配管･ｻﾎﾟｰﾄ撤去･据付業務及び足場

組立等（資格：TIG 溶接･足場） 

⑥ ダクト製作・据付業務 
（撤去・据付・運転確認） 

ﾀﾞｸﾄ・ｻﾎﾟｰﾄ撤去･据付業務及び足場

組立等（資格：TIG 溶接・足場） 

⑦ 保温据付業務 
（撤去・据付） 

保温撤去･据付業務及び足場組立等 
（資格：足場） 

⑧   

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

六ヶ所総合事務所 所長 野元正宣 

電話番号 ０１７５－７１－０２１２ 

E-mail NOMOTOM@SNK.CO.JP 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 新菱冷熱工業株式会社（シンリョウレイネツコウギョウ） 

2.所在地 東京都新宿区四谷２－４ 

3.青森県内事業所所在地 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖附４－７１ 

4.電 話 ０１７５－７１－４００６ 5.ＦＡＸ ０１７５－７１－４００７ 

6.代表者名 六ヶ所作業所 所長 小山 彰彦（コヤマ アキヒコ） 

7.従業員数 1935 名 8.資本金額 35 億円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.shinryo.com 

10.主要業種 
原子力･火力発電所・燃料サイクル関連施設及び各種試験研究施設のプロセス並びに

換気空調設備／特殊フィルタ装置／廃棄物処理装置 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
再処理工場における各建屋の換気空調設備点検工事および配管工事 
各発電所における換気空調設備建設工事および定検工事 
精錬･転換ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ(OP-1･2、DOP-1、RE-1･2、CTF)ほか 
ＮＵＣＥＦ、ＲＥＴＦ、ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ燃料施設、ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合転換施設 
放射性廃棄物処理処分施設：焼却施設(東海村、人形峠)、ｱｽﾌｧﾙﾄ固化施設、ｶﾞﾗｽ固化施設、 
廃溶媒処理施設、除染処理施設、金属溶解・造塊施設、ＵＷＴＦ、ＬＷＴＦなど 

12.下請け企業に求める業務 
業務内容 必要な資格・技術 

① 
送風機および送風機用電動機分解点検 
（手入れ、部品交換、各部寸法計測、抵抗測定、 
 試運転業務など） 

特に必要なし 
希望：第一種電気工事士免状 
必要に応じて：NDI PT2 資格 

② 空調機、フィルタユニットなどの点検手入れ 特になし 

③ ダンパ類点検、部品交換 特になし 

④ 
ダンパオペレータ分解点検、調整 
（手入れ、部品交換、作動確認など） 

計装品の点検実績 

⑤ 
上記工事に伴う準備工事 
（足場の組立･解体、養生作業など） 

足場組立作業主任者資格 

⑥ 上記工事に伴う保温取外し、復旧工事 保温施工業者 

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

燃料エネルギー事業部 六ヶ所作業所 

所長 小山 彰彦（コヤマ アキヒコ） 

電話番号 ０１７５－７１－４４６１（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

E-mail Koyama.ak@shinryo.com 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 六ヶ所再処理メンテナンスサービス株式会社 

2.所在地 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字弥栄平１番地４５ 

3.青森県内事業所所在地 ①（本社）同上 ②（分室）日本原燃殿構内 再処理企業センター 

4.電 話 ０１７５－７３－３０５０ 5.ＦＡＸ ０１７５－７３－３０５１ 

6.代表者名 取締役社長 田村 俊文 

7.従業員数 ６０名（H25/9/E 時点） 8.資本金額 ３０００万円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ www.rrm-ltd.co.jp  （H24 年 4 月開設） 

10.主要業種 ①保守点検・据付工事 
・機械設備・系統機器・配管・電気計装の保守点検工事 
・増設・改造工事の据付工事・調整試験工事 
②製品製作 
③エンジニアリング業務 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
日本原燃殿向け：機器設備点検(ランドリ設備、脱湿装置、弁類等)、分析機器点検、気送設備点

検、潤滑油交換、廃棄物収納容器製作、分析関係委託業務 
三菱重工殿向け：機器設備点検(前処理設備メカニカル機器、冷却塔、安全空気設備、冷凍機、

クレーン設備等)、法定点検(ｸﾚｰﾝ、NOx 設備)、安全系盤・計器点検、技術支援

業務 
核管ｾﾝﾀｰ殿向け：気送装置日常/月例点検 
12.下請け企業に求める業務 

業務内容 必要な資格・技術 

① 機器装置類の点検・保守作業 
・ 放射線管理区域内作業の経験 
・ 機械装置類の保守作業の経験 
・ 建設業許可（機械器具設置） 

② 機器装置類の改造及び増設工事 
・ 放射線管理区域内作業の経験 
・ 機械装置類の据付工事の経験 
・ 建設業許可（機械器具設置） 

③ 分析機器のリニューアル・改造、増設工事 
・ 放射線管理区域内作業の経験 
・ 機械装置類の据付工事の経験 
・ 建設業許可（機械器具設置） 

④ 配管改造工事 
・ 放射線管理区域内作業の経験 
・ 建設業許可（管工事） 
・ 溶接士資格者 

⑤ 盤・計器点検 
・ 放射線管理区域内作業の経験 
・ 機械装置類の据付工事の経験 
・ 建設業許可（電気工事） 

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

業務部 部長代理 檀本 貴紀 
電話番号 ０１７５－７３－３０５０ 

E-mail takatoshi_danmoto@kbg.kobe.mhi.co.jp 

 

http://www.rrm-ltd.co.jp/


原子力関連工事会社概要 

1.企業名 三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社 

2.所在地 東京都台東区東上野 5-24-8 

3.青森県内事業所所在地 事業所なし(定期点検時に現場事務所を開設) 

4.電 話 0175-71-4961 5.ＦＡＸ  

6.代表者名 現場事務所 所長 伊得 哲也 

7.従業員数 2,415 名 8.資本金額 3 億 5 千万円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.mpec.co.jp/index.html 

10.主要業種 電気／重電・産業用電機機器／設備関連 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
・ 受電設備点検 
・ 非常用発電機点検 
・ 配電設備点検 
・ その他 
12.下請け企業に求める業務 

業務内容 必要な資格・技術 
① 電気設備定期点検作業に於ける機器清掃作業 低圧電気取扱 

高圧電気取扱他 

② 電気設備定期点検作業に於ける足場組立作業 足場組立作業主任者 
高所作業（特別教育）他 

③ 電気設備定期点検作業に於ける塗装作業 有機溶剤取扱主任者 
高所作業（特別教育）他 

④ 電気設備定期点検作業に於ける放射線管理業務 放射線管理士 

⑤ 電気設備更新工事等の機器運搬・据付・ケーブル布

設・ケーブル端末処理作業 
電気工事士 
高圧端末・圧着作業（特別教育）他 

⑥ －以下余白－  

⑦   

⑧   

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

次長・吉田 浩平 

電話番号 03-5827-6318 

E-mail yoshida-kohei.fj@mpec.co.jp 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 株式会社 明電舎 

2.所在地 〒141-6029 東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号 

3.青森県内事業所所在地 〒031-0003 八戸市吹上１－８－３３ 

4.電 話 03-6420-8400 5.ＦＡＸ  

6.代表者名 取締役社長 浜崎 祐司 

7.従業員数 3624 名 8.資本金額 １７０億７０００万円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.meidensha.co.jp 

10.主要業種 
電気機器製造・販売・サービス 
 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
１．日本原燃㈱様 Ｋ施設無停電電源装置類納入及び点検業務 
２．日本原燃㈱様 ＰＡＡＣポンプ用インバータ・モータ納入及び点検業務 
３．日本原燃㈱様 移動式ガスタービン電源車納入 

12.下請け企業に求める業務 
業務内容 必要な資格・技術 

①   

②   

③   

④   

⑤   

⑥   

⑦   

⑧   

13.担当者役職・氏名・連絡先 

役職  

氏名 

電話番号  

E-mail  

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 株式会社 木内計測 

2.所在地 〒543-0011 大阪市天王寺区清水谷町 4－12 

3.青森県内事業所所在地 〒039-3212 

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮沖付 4-90（日本原燃（株）再処理構内） 
4.電 話 0175-71-4912 5.ＦＡＸ 0175-71-4913 

6.代表者名 井石 貴樹 

7.従業員数 444 名 （H25 年 4 月 1 現在 8.資本金額 ￥60,000,000 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kiuchi-ins.co.jp/ 

10.主要業種 発電プラントをはじめ、石油・ガス・化学・鉄鋼・医薬・食品・製紙などの産業用プラント

の メンテナンスサービス、電気・計装工事 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
・工業計器（制御装置）のメンテナンス 
・各種制御弁のメンテナンス 
・電気・計装工事 

12.下請け企業に求める業務 
業務内容 必要な資格・技術 

① ・シーケンスプログラム作成、解析 
（言語：シンボリック語、ＳＦＣ言語、ベーシック） 
・制御ロジック設計（インターロックブロック線図） 

・ 情報処理技術者 
（当該技術者相当の能力所持が理

想） 
② ・ 操作盤、計器盤：機器・計器の据付、パネル改造 

および電線管、ケーブル、小口径配管敷設 
・ 計装士、電気工事士 
・ 電気、管工事施工管理技士 

③   

④   

⑤   

⑥   

⑦   

⑧   

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名   青森作業所長  

         井石 貴樹 

 

電話番号 0175-71-4912 

E-mail ki36019@kiuchi-ins.co.jp 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 株式会社 アトックス 

2.所在地 〒104-0041 東京都中央区新富２－３－４ 

3.青森県内事業所所在地 〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字弥栄平１－５ 

4.電 話 0175-71-1556 5.ＦＡＸ 0175-71-1556 

6.代表者名 青柳 義則 

7.従業員数 1574 名（平成 25 年３月末現在） 8.資本金額 １．５億円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.atox.co.jp/ 

10.主要業種 原子力施設の保守管理、放射性物質取扱関連業務 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
原子力発電所保守管理、原子燃料サイクル施設関連業務、ＲＩ研究施設支援業務 
放射性廃棄物処理業務、デコミッショニング・設備工事、環境測定 
放射性物質の除去、放射線管理、機器の販売・保守、ビルメンテナンス総合サービス 
諸工事（弁点検・機器点検等）、福島第 1 原子力発電所関連業務 
12.下請け企業に求める業務 

業務内容 必要な資格・技術 
① 弁・ポンプ等の分解点検 プラント向け機器類の分解点検経験

者及びライセンス取得者。 

② 電気・計装工事 電気工事士。計装士 

③ 清掃業務 ビルクリーニング技能士。 

④ 放射線管理 放射線取扱主任者（１種・２種）。 

⑤ 福島第 1 原子力発電所関連業務 
（運転操作員） 

毒物劇物取扱責任者 

⑥ 福島第 1 原子力発電所関連業務 
（免震棟） 

放射線取扱主任者（１種・２種） 
放射線管理経験者 

⑦ 福島地区環境改善事業 
（街除染） 

放射線取扱主任者（１種・２種） 
放射線管理経験者 

⑧   

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

       所長  青柳 義則 

電話番号 ０１７５－７１－１５５６ 

E-mail yoshinori_aoyagi@atox.co.jp 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 青森プラント株式会社 

2.所在地 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附１－３４ 

3.青森県内事業所所在地 同上 

4.電 話 ０１７５－７１－０１７０ 5.ＦＡＸ ０１７５－７１－０１７１ 

6.代表者名 代表取締役  小川 和也 

7.従業員数 ７８名 8.資本金額 ３０百万円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.apl-ho.co.jp 

10.主要業種 クレーン類の点検、架構・配管・タンク等の製作／据付／メンテナンス等。 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
日本原燃㈱殿向け①高レベル廃液ガラス固化施設の固化体取扱・現場運転受託業務，②高レベル

廃棄物管理施設の搬送／建屋付帯設備定検，③重油タンクの設計・製作・据付，④ウラン濃縮用

遠心機製作工場の部品受入・管理受託業務，⑤ウラン貯蔵・ガラス固化施設・原燃輸送㈱殿パー

ツセンター他のクレーン類他の点検、その他。 
12.下請け企業に求める業務 

業務内容 必要な資格・技術 
① 制御盤／運転盤等の計装設備の点検業務 計装の点検／補修ができること(電気

工事の資格と経験も有していること) 

②   

③   

④   

⑤   

⑥   

⑦   

⑧   

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

総務部長・奈良 由紀夫 

電話番号 ０１７５－７１－０１７０ 

E-mail nara@apl-ho.co.jp 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 検査開発株式会社 

2.所在地 茨城県那珂郡東海村村松字平原 3129-37 

3.青森県内事業所所在地 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附 895-21-1 

4.電 話 0175-71-0371 5.ＦＡＸ 0175-71-0372 

6.代表者名 取締役青森事業所長 牧野 勉 

7.従業員数 614 名 8.資本金額 3,000 万円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kensakaihatsu.co.jp 

10.主要業種 ・原子力施設での各種機器の運転及び保守業務 
・原子炉用燃料及び材料の製造、加工、検査及び分析業務 
・放射線管理業務   ・非破壊検査業務 
・コンクリート構造物及び建築物の調査、診断、設計、監理業務 
・電気工事業  ・土木工事業  ・とび、土工工事業 
・建築工事業  ・管工事業   ・環境放射線、放射能の測定分析及び除染業務 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
・原子力施設での各種機器の運転及び保守業務 
・放射線管理及び機器の点検、校正並びにこれに伴う試料の採取及び分析業務 
・原子炉用燃料及び材料の製造、加工、検査及び分析業務 
・コンクリート構造物及び建築物の調査、診断、設計、監理業務 
・原子力施設内の各種機器設備の据付、除染及び解体並びに同機器設備に使用される精密部品の

製作・加工業務 
12.下請け企業に求める業務 

業務内容 必要な資格・技術 
① 原子力施設内の各種機器設備の据付、除染及び解体 施工管理技士等 

電気工事業、土木工事業、とび・土

工工事業、建築工事業、管工事業 
② 原子力施設内の各種機器設備に使用される精密部品

の製作・加工業務 
精密部品の機械加工技術 

③ コンクリート構造物及び建築物の調査、診断、設計、

監理業務 
一級建築士、コンクリート診断士等 

④ 原子力施設内の各種機器設備及び部品並びに燃料集

合体の非破壊検査業務 
JIS Z 2305 非破壊試験技術者資格 

（ＵＴ、ＲＴ、ＰＴ等） 

⑤   

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

青森事業所業務課 主管 黒沢 聡一 
電話番号 0175-73-8890 

E-mail s-kurosawa@kensakaihatsu.co.jp 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 株式会社 アセンド 
2.所在地 茨城県那珂郡東海村村松３１１５－６ 
3.青森県内事業所所在地 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附１－６９ 
4.電 話 0175-71-4152 5.ＦＡＸ 0175-71-4153 
6.代表者名 宮田 和俊（青森事業所長） 
7.従業員数 ５００名 8.資本金額 １，４００万円 
9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.ascend.co.jp 
10.主要業種 ・原子力施設の保守管理、原子力施設の運転・保守管理 

・ビルの清掃・管理等 
11.原子力関連施設における主な受注業務 
日本原燃㈱殿 再処理施設 分析設備運転業務委託 
日本原子力研究開発機構殿 機械・電気運転業務委託、換気・ユーティリティ業務委託 
日本原子力研究開発機構殿 放射線管理業務委託、分析業務委託 
日本原子力研究開発機構殿 材料分析・開発及び強度評価法の開発業務委託 
日本原子力研究開発機構殿 Ｎａ施設における研究開発及び施設の保守管理業務委託 
12.下請け企業に求める業務 

業務内容 必要な資格・技術 
① 再処理施設（日本原燃㈱）分析建屋及び使用済燃

料受入・貯蔵管理建屋等における分析業務 
危険物取扱者、有機溶剤、特化物等作業

主任者、X 線、RI 取扱主任者等 

② 再処理施設（日本原燃㈱）分析建屋等における固

体廃棄物の整理、搬出、処理業務 
危険物取扱者、有機溶剤、特化物等作業

主任者、玉掛、クレーン等 

③ 原子力施設の電気、換気設備（送排風機、冷暖房

ユニット、受変電設備、非常用発電設備等）の運

転管理 

・高圧ガス製造保安責任者、危険物取扱

主任者、電気主任技術者等 
・送排風機設備等の機械的知識 

④ 原子力施設の放射線管理（施設・作業の放射線管

理、放射線測定器の点検・管理等） 
・放射線取扱、危険物取扱主任者 
・放射線管理業務の経験者 

⑤ 原子力施設のユーティリティ設備（蒸気供給設備、

水、各種ガス等）の運転管理 
・ボイラー技士 
・ボイラー設備取扱いの経験者 

⑥ 原子力施設における分析作業（化学分析・放射能

分析及び分析装置の点検・保守等） 
・放射線取扱主任者、危険物取扱主任者、

第１種衛生管理者 
・分析及び分析装置取扱いの経験者 

⑦   

⑧   

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

青森事業所・管理課係長 佐藤 圭一 

電話番号 0175-71-4152 

E-mail k-satou@ascend.co.jp 

 



原子力関連工事会社概要 

1.企業名 富士電機株式会社 

2.所在地 東京都品川区大崎１－１１－２ 

3.青森県内事業所所在地 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮沖附 4-74 日本原燃構内 

4.電 話 0175-72-8228 5.ＦＡＸ 0175-72-8229 

6.代表者名 富士電機 J-MOX 六ヶ所建設事務所 所長 清水  久 

7.従業員数 ２４，９５６名（連結） 
１０，８８１名（単独） 

8.資本金額 ４７５億円 

9.ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.fujielectric.co.jp  

10.主要業種 エネルギー事業、産業システム事業、社会システム事業、パワエレ機器、電子デバ

イス、自動販売機等 

11.原子力関連施設における主な受注業務 
発電用原子炉施設、高速増殖炉施設、原子燃料サイクル施設及びその他関連施設の設計、製造、

販売、据付及び保守に関する業務 

12.下請け企業に求める業務 
業務内容 必要な資格・技術 

① 保守点検業務全般（工事計画、部品手配、工事管理、

品質管理、放射線管理） 
・ 職長教育 
・ 放射線取扱主任者 
・ 非破壊検査各種資格 

② グローブボックス、搬送機器、ポンプ、弁類の点検 ・ 職長教育 
・ 玉掛け 
・ クレーン運転士 
・ 足場組立等作業主任者 
・ 有機溶剤作業主任者 
・ 酸欠危険作業主任者 
・ 溶接技能 

③ 電気計装設備（電源盤、制御盤、計装品）の点検 ・ 職長教育 
・ 第１種電気工事士 
・ 低圧電気取扱教育 

13.担当者役職・氏名・連絡先 
役職・氏名 

担当課長・福山 史記 
電話番号 ０３－５４３５－７００７ 

E-mail fukuyama-fuminori@fujielectric.co.jp  

 

http://www.fujielectric.co.jp/
mailto:fukuyama-fuminori@fujielectric.co.jp
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