
                一般競争入札（平成20年度）

平成２０年３月～平成２１年３月　契約分 日本地下石油備蓄㈱

番
号

公告日 入札日 工事（業務）名称 工事（業務）概要 請負業者
契約金額

千円
契約形態

1 H20.2.8 H20.3.27
平成20年度 串木野国家石油備蓄基地 Ａ
重油購入(陸上設備用)

Ａ重油の購入予定数量：55.4KL
特質：製品規格はＪＩＳ Ｋ２２０５の１種２号
の規定に適合していること（硫黄分は1.0質
量%以下）

㈲串木野石油
79,000円

/KL
一般競争

2 H20.2.15 H20.3.19
平成20年度 串木野国家石油備蓄基地 陸
上警備業務

串木野基地の入出門管理、基地外柵周辺
及び外部施設巡回警備

㈱博友 1,439 一般競争

3 H20.2.15 H20.3.18
平成20年度 串木野国家石油備蓄基地 清
掃業務

串木野基地の総合管理事務所等の清掃業
務

㈲西薩サービス 6,839 一般競争

4 H20.2.15 H20.3.21
平成20年度 菊間国家石油備蓄基地 清掃
業務

菊間基地の総合管理事務所等の清掃業務 ㈱ダイセイ 4,750 一般競争

5 H20.2.15 H20.3.19
平成20年度 久慈国家石油備蓄基地 清掃
業務

久慈基地の総合管理事務所等の清掃業務 太平ビルサービス㈱ 6,600 一般競争

6 H20.4.4 H20.5.16
串木野国家石油備蓄基地 植栽維持工事
(平成20年度)

串木野基地の地上施設地区、西塩田住
宅、ちかび展示館の植栽維持工事 鹿児島県くみあい開発㈱ 10,500 一般競争

7 H20.4.24 H20.5.30
菊間国家石油備蓄基地 植栽管理工事(平
成20年度)

菊間基地の地上施設地区、長坂住宅施設
の植栽管理工事

㈱大西屋 10,700 一般競争

8 H20.6.24 H20.7.25
久慈国家石油備蓄基地 植栽管理工事(平
成20年度)＜再度入札＞

久慈基地の地上施設地区、門前住宅施
設、栄町住宅施設の植栽管理工事 ㈱小山組 12,700 一般競争

9 H20.7.25 H20.9.12
串木野国家石油備蓄基地 ちかび展示館展
示物更新工事(平成20年度)

串木野基地ちかび展示館の映像ソフトの企
画・制作、映像設備の改修、映像コーナー
座席・階段改修、非常口階段の安全対策工
事

㈱電通テック 34,000 一般競争

10 H20.8.5 H20.8.21
平成20年度 串木野国家石油備蓄基地 Ａ
重油購入(船舶用)

Ａ重油の購入予定数量：12.0KL
特質：製品規格はＪＩＳ Ｋ２２０５の１種２号
の規定に適合していること（硫黄分は1.0質
量%以下）

てらだ石油㈱ 1,422 一般競争

11 H20.9.25 H20.10.22
平成20年度 菊間国家石油備蓄基地 Ａ重
油購入(陸上設備用)

Ａ重油の購入予定数量：32KL
特質：製品規格はＪＩＳ Ｋ２２０５の１種２号
の規定に適合していること（硫黄分は1.0質
量%以下）

東冷㈱
84,500円

/KL
一般競争

12 H20.10.14 H20.10.28
平成20年度 串木野国家石油備蓄基地 Ａ
重油購入(船舶用)

Ａ重油の購入予定数量：12.5KL
特質：製品規格はＪＩＳ Ｋ２２０５の１種２号
の規定に適合していること（硫黄分は1.0質
量%以下）

てらだ石油㈱ 1,225 一般競争

13 H20.10.24 H20.11.21
串木野国家石油備蓄基地 フォークリフト更
新

購入車輌：1.75t積み（ディーゼル）フォークリ
フト
トルコン式、前輪シングルタイヤ、サイドシフ
ト（シャフト式）

トヨタエルアンドエフ鹿児島㈱ 850 一般競争

14 H20.10.27 H20.12.5
久慈国家石油備蓄基地 石油文化ホール展
示物設備更新工事(平成20年度)

久慈石油文化ホール内の展示設備（①模
擬発破コーナー、②水封の原理、③ＬＥＤ地
球儀、④シアター映像（ナレーション部分変
更）、⑤石油の備蓄の現状パネル）更新

㈱ﾃｸﾉ･ﾌﾟﾛ･ｻｰﾋﾞｽ 10,600 一般競争

15 H20.11.17 H20.12.19 串木野国家石油備蓄基地 泡消火薬剤取替
品名：たん白泡消火薬剤
数量：タンク 12.0KL、配管9.0KL
仕様：たん白3%型 泡第60～6号と同等品

ヤマトプロテック㈱ 12,500 一般競争

16 H20.12.3 H21.1.16 菊間国家石油備蓄基地 泡消火薬剤取替
品名：たん白泡消火薬剤
数量：7.6KL（200Lドラム缶38缶）
仕様：たん白3%型 泡第51～3号と同等品

ヤマトプロテック㈱ 3,500 一般競争

17 H20.12.12 H21.1.8
平成20年度 串木野国家石油備蓄基地 Ａ
重油購入(船舶用)

Ａ重油の購入予定数量：12.0KL
特質：製品規格はＪＩＳ Ｋ２２０５の１種２号
の規定に適合していること（硫黄分は1.0質
量%以下）

てらだ石油㈱ 700 一般競争

18 H20.12.15 H21.1.23 久慈国家石油備蓄基地 泡消火薬剤取替

品名：たん白泡消火薬剤-20℃型
数量：14.0KL（泡原液タンク12.0KL、消防車
2.0KL）
仕様：たん白3%型 泡第52～2号超耐寒３％
型と同等品

深田工業㈱ 9,800 一般競争

19 H20.12.25 H21.1.28
串木野国家石油備蓄基地 西塩田住宅寮厨
房ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ更新工事

厨房内のスポットエアコン取替（セパレート
タイプ×２台）
既設エアコン能力（更新機器は同等品とす
る）
冷房　４，２００ｋcal／ｈ
除湿　３．５リットル／ｈ

海江田電機㈱ 560 一般競争

1



番
号

公告日 入札日 工事（業務）名称 工事（業務）概要 請負業者
契約金額

千円
契約形態

20 H21.1.9 H21.2.12
平成20年度 菊間国家石油備蓄基地 Ａ重
油購入(陸上設備用)

Ａ重油の購入予定数量：70KL
特質：製品規格はＪＩＳ Ｋ２２０５の１種２号
の規定に適合していること（硫黄分は1.0質
量%以下）

太陽石油販売㈱
42,000円

/KL
一般競争

21 H21.2.13 H21.3.10
平成20年度 串木野国家石油備蓄基地 Ａ
重油購入(船舶用)

Ａ重油の購入予定数量：10.0KL
特質：製品規格はＪＩＳ Ｋ２２０５の１種２号
の規定に適合していること（硫黄分は1.0質
量%以下）

てらだ石油㈱ 610 一般競争

2


