一般競争入札（平成25年度）
平成２４年３月～平成２５年２月 契約分
番
号

公告日

入札日

1

H25.2.26

H25.3.15

2

H25.2.26

3

日本地下石油備蓄㈱
契約金額
千円

契約形態

工事（業務）概要

請負業者

平成25～29年度 久慈国家石油備蓄基地
陸上警備業務

久慈基地の入出門管理、構内及び基地境
界周辺巡回警備業務

ユーアイ警備保障㈱

1,542千円
一般競争
/月額

H25.3.14

平成25～29年度 菊間国家石油備蓄基地
陸上警備業務

菊間基地の入出門管理、構内及び基地境
界周辺巡回警備業務

フジガード㈱

1,276千円
一般競争
/月額

H25.2.26

H25.3.14

平成25～29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

1,340千円
一般競争
/月額

4

H25.2.26

H25.3.18

久慈国家石油備蓄基地 気象情報提供業
務(平成25～29年度)

地上通信回線利用による常時使用端末へ
の情報提供業務（警報・注意報、地震情
報、津波情報、台風情報、天気図等）

㈱ウェザーニューズ

1,709千円
一般競争
/年額

5

H25.2.26

H25.3.18

串木野国家石油備蓄基地 気象情報提供
業務(平成25～29年度)

地上通信回線利用による常時使用端末へ
の情報提供業務（警報・注意報、地震情
報、津波情報、台風情報、天気図等）

(一財)日本気象協会

950千円
一般競争
/年額

H25.2.28

炉筒煙管式ボイラー（メーカー名：ＩＨＩ石川
島汎用ボイラー株式会社、メーカー形式：Ｋ
菊間国家石油備蓄基地 ボイラー定期整備
H25.3.28
ＭＨ－１０Ａ型）及び付属設備・機器の整備
工事(平成25年度)
並びにボイラー検査機関による性能検査
助勢

太陽テクノサービス㈱

3,950 一般競争

7

H25.2.28

久慈国家石油備蓄基地 排水処理設備活
H25.3.28
性炭取替工事(平成25年度)

出光エンジニアリング㈱

92,000 一般競争

8

H25.2.28

H25.3.26

久慈国家石油備蓄基地 バス運行業務(平 久慈基地の日本地下石油備蓄(株)社員の
成25年度)
通勤等輸送業務

㈱三河交通観光

3,049 一般競争

9

H25.3.1

H25.3.18

久慈国家石油備蓄基地 総合管理事務所
清掃業務(平成25年度)

久慈基地の総合管理事務所等の清掃業務

㈱つしま

6,180 一般競争

10

H25.3.1

H25.3.19

菊間国家石油備蓄基地 総合管理事務所
清掃業務(平成25年度)

菊間基地の総合管理事務所等の清掃業務

㈱ダイセイ

4,490 一般競争

11

H25.3.1

H25.3.18

串木野国家石油備蓄基地 総合管理事務
所清掃業務(平成25年度)

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

6,148 一般競争

12 H25.3.14

H25.4.5

平成25年度 久慈国家石油備蓄基地 ポリ
塩化アルミニウム購入

ポリ塩化アルミニウムの購入予定数量：
129,458Kg
特質：濃度は10%以上

13 H25.3.14

H25.4.5

次亜塩素酸ソーダの購入予定数量：
平成25年度 久慈国家石油備蓄基地 次亜
127,697Kg
塩素酸ソーダ購入
特質：有効塩素は12%以上

6

工事（業務）名称

平成25年度 串木野国家石油備蓄基地 次

14 H25.3.27 H25.4.16 亜塩素酸ソーダ購入

平成25年度 串木野国家石油備蓄基地 ポ

15 H25.3.27 H25.4.16 リ塩化アルミニウム購入

平成25年度 串木野国家石油備蓄基地 定

16 H25.3.27 H25.4.18 期水質分析(放流水)業務

排水処理設備に設置されている活性炭処
理塔の活性炭吸着能力低下に伴い、活性
炭抜出し・再生処理・充填を行う工事(活性
炭処理塔内部及び付属品の点検を含む)

㈱つしま

50.00円
一般競争
/Kg

㈱つしま

45.00円
一般競争
/Kg

次亜塩素酸ソーダの購入予定数量：
56,000Kg
特質：有効塩素は12%以上

㈱西村ケミテック

49.50円
一般競争
/Kg

ポリ塩化アルミニウムの購入予定数量：
32,000Kg
特質：濃度は10%以上

富山薬品工業㈱

47.00円
一般競争
/Kg

当社が指定する分析試料と分析項目につ
いて水質分析を行うと共にその分析結果を (一財)鹿児島県環境技術協会
報告

H25.4.1

産業廃棄物（脱水汚泥）の運搬及び処理
① 品目・数量：脱水汚泥 ７９．２ｔ／年（予
定）
平成25年度 串木野国家石油備蓄基地 産 ② 処理方法 ：中間処理（焼却処分）及び
H25.4.25
業廃棄物運搬及び処理業務
最終処分
③ 産業廃棄物の運搬及び処理の実績を
法律に基づく所定の様式「マニフェスト」に
て報告

18

H25.4.8

Ａ重油の購入予定数量：20KL
平成25年度 久慈国家石油備蓄基地 Ａ重 特質：製品規格はＪＩＳ Ｋ２２０５の１種２号
コスモ石油販売㈱東北ｶﾝﾊﾟﾆｰ
H25.4.23
油購入(陸上設備用)(4月納入分)再度入札 の規定に適合していること（硫黄分は1.0質
量%以下）

19

H25.4.8

H25.5.10

17

菊間国家石油備蓄基地 総合管理事務所
棟耐震診断業務(平成25年度)
菊間国家石油備蓄基地 クレーン等定期整

20 H25.4.12 H25.5.14 備工事(平成25年度)

21 H25.4.12

菊間国家石油備蓄基地 回転機設備定期
H25.5.15
整備工事(平成25年度)

㈱太陽化学

8,490円
一般競争
/回

320,000円
一般競争
/回

77,400円
一般競争
/KL

総合管理事務所棟（建築非構造部材、建
築設備等）の耐震診断

㈱宮建築設計

3,800 一般競争

労働安全衛生法（第４１条）、クレーン等安
全規則（第４０条）に基づく性能検査の助
勢、機能維持の為の定期点検・整備

太陽テクノサービス㈱

3,950 一般競争

ポンプ、ファン等一般回転機設備の定期整
備及びＦＦＴアナライザを用いた油中ポンプ
の振動診断並びに地下部換気設備（換気
ダクト及びチャンバー）の定期点検

太陽テクノサービス㈱

11,000 一般競争

1

番
号

公告日

入札日

工事（業務）名称

契約金額
千円

契約形態

工事（業務）概要

請負業者

排水処理設備に設置されている、薬注ポン
プ（日機装製：ミルフロー制御容量ポンプ）
の接液部の分解点検・整備・試運転、及び
回転機潤滑油(ｵｲﾙ、ｸﾞﾘｰｽ)入替え工事、
又、スネークポンプ（大晃機械工業製）の分
解点検・整備・試運転を行うと言う内容の工
事

朝日工業㈱

3,300 一般競争

23 H25.4.19

地上部に設置されているIHI回転機械㈱製
の空気圧縮機の吸入弁・吐出弁(バルブ：ホ
ルビガー製)分解点検/整備(バルブメー
串木野国家石油備蓄基地 空気圧縮機(CH25.5.30
カー工場）、基地資材倉庫に保管している
271A)定期整備工事(平成25年度)
吸入弁・吐出弁取付け、試運転、分解点検
/整備が完了した吸入弁・吐出弁を当社指
定場所までの納入を行うと言う内容の工事

朝日工業㈱

1,550 一般競争

24 H25.4.19

地上部に設置されているヤンマー㈱製の
串木野国家石油備蓄基地 ディーゼルエン 自家発エンジンおよび始動用空気圧縮機
H25.6.4
モーターの分解点検/整備、計測、調整、試
ジン等定期整備工事(平成25年度)
運転を行うと言う内容の工事

ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ㈱

1,440 一般競争

25 H25.4.19

串木野国家石油備蓄基地 工業用水供給
H25.5.30
ポンプ改良工事

朝日工業㈱

2,950 一般競争

26 H25.4.23

西塩田住宅（寮・研修所）の床ＷＡＸ清掃及
串木野国家石油備蓄基地 西塩田住宅 寮 び窓ガラス清掃
H25.5.24
研修所清掃業務(平成25年度)
① 床ＷＡＸ清掃（８８８㎡）
② 窓ガラス清掃（４００㎡）

串木野国家石油備蓄基地 回転機設備定

22 H25.4.19 H25.5.24 期整備工事(平成25年度)

串木野国家石油備蓄基地 定期水質 (イオ

27 H25.4.23 H25.5.23 ン等)分析業務(平成25年度)

基地内に設置されている工業用水供給ポ
ンプ（新日造エンジ製）を分解・清掃して、イ
ンペラーを新規に交換後・試運転を行うと
言う内容の工事

当社が指定する分析試料と分析項目につ
いて水質分析を行うと共にその分析結果を (一財)鹿児島県環境技術協会
報告
排水処理設備内に設置されている脱水機
（石川島播磨重工業製、型式ＨＳ-255Ｌ、処
理量2ｍ3/Ｈ）の本体を取外して、工場に持
ち込み分解整備（各部検査、計測、部品交
換、組付け調整、スクリュー羽先溶接肉盛
り加工、スクリューバランス調整、流体継ぎ
手分解点検等）を実施し、現地に本体を据
付け後、試運転調整等の工事

28 H25.4.23

串木野国家石油備蓄基地 回転機設備定
H25.6.6 期整備工事(平成25年度)脱水機(DH511B)整備工事

29 H25.4.23

H25.6.4

30 H25.4.24

原油配管等の腐食減肉状況確認のための
久慈国家石油備蓄基地 配管・機器検査工 定期検査① 超音波肉厚測定② 放射線肉
H25.5.27
厚測定③ 付帯工事（仮設足場、保温材の
事(平成25年度)
取付け・外し）④ 検査結果集計・考察

31 H25.4.25

菊間国家石油備蓄基地 排水処理設備活
H25.5.30
性炭取替工事(平成25年度)

串木野国家石油備蓄基地 排水処理設備
活性炭取替工事(平成25年度)

中越テクノ㈱

3,850 一般競争

出光エンジニアリング㈱

4,300 一般競争

排水処理設備に設置されている活性炭処
理塔の活性炭吸着能力低下に伴い、活性
炭抜出し・再生処理・充填を行う(活性炭処
理塔内部及び付属品の点検・整備を含む)

太陽テクノサービス㈱

5,850
一般競争
/回

排水処理設備に設置されている活性炭処
理塔の活性炭吸着能力低下に伴い、活性
炭抜出し・再生処理・充填を行う工事。(活
性炭処処理塔内部及び付属品の点検・整
備を含む)

朝日工業㈱

5,450
一般競争
/回

西日本プラント工業㈱

4,700 一般競争

㈱宮建築設計

7,100 一般競争

清水建設㈱

4,900 一般競争

H25.6.6

33 H25.4.25

炉筒煙管式ボイラー（メーカー名：ＩＨＩ石川
島汎用ボイラー株式会社、メーカー型式：
KMH-08A型）を開放して内部清掃・点検及
串木野国家石油備蓄基地 ボイラー定期整
H25.6.6
び本体に付属するバルブ・液面計等の分解
備工事(平成25年度)
整備を実施して、官庁検査に立会う。官庁
検査合格後、取外し品の復旧を行い、試運
転を実施する内容の工事

H25.6.3

久慈国家石油備蓄基地 総合管理事務所

総合管理事務所棟（建築非構造部材、建
築設備等）の耐震診断及び総合評価

串木野国家石油備蓄基地 総合管理事務
所棟耐震診断業務(平成25年度)

総合管理事務所建屋の耐震診断調査及び
総合評価（建築非構造部材、建築設備等）

串木野国家石油備蓄基地 地下水位観測

36 H25.5.10 H25.6.13 設備現場盤修理工事

37 H25.5.10

261 一般競争

3,100 一般競争

32 H25.4.25

35 H25.4.30

379 一般競争

㈱ＩＨＩ回転機械

労働安全衛生法（第４１条）、クレーン等安
串木野国家石油備蓄基地 クレーン等定期
全規則（第４０条）に基づく性能検査の助
整備工事(平成25年度)
勢、機能維持の為の定期点検整備工事

34 H25.4.30 H25.5.31 棟耐震診断業務(平成25年度)

㈲西薩サービス

地下水位観測設備の現場盤、可燃性ガス
検知器収納盤の取替修理及び水位孔保護 千代田システムテクノロジーズ㈱
囲いの取替修理を行う工事

計装設備の機能、精度等を維持し安定稼
働させる為に、当基地の点検整備基準に
串木野国家石油備蓄基地 気象設備・COD
H25.6.18
基づき行う工事
計定期整備工事(平成25年度)
ア．気象設備定期整備工事
イ．COD計定期整備工事(年/2回)

2

千代田システムテクノロジーズ㈱

2,900 一般競争

1,490 一般競争

番
号

公告日

38 H25.5.10

入札日

工事（業務）名称

工事（業務）概要

請負業者

西南電気㈱

4,100 一般競争

久慈国家石油備蓄基地 植栽管理工事(平 串木野基地の地上施設地区およびちかび
展示館の植栽管理工事

㈱米内造園

4,000 一般競争

40 H25.5.13

Ａ重油の購入予定数量：20KL
串木野国家石油備蓄基地 船舶用Ａ重油購 特質：製品規格はＪＩＳ Ｋ２２０５の１種２号
H25.5.28
の規定に適合していること（硫黄分は1.0質
入(平成25年度)
量%以下）

41 H25.5.16

平成24年度再製作した係留ブイ2基
久慈国家石油備蓄基地 係留監視・制御シ （No2,3）に掲載する係留用制御無線機器
新日鉄住金エンジニアリング㈱
H25.6.11
及び荷重監視制御基地局及び船舶搭載用
ステム等製作
可搬局の再製作・設置

てらだ石油㈱

88,500円
一般競争
/KL

50,500 一般競争

串木野国家石油備蓄基地 植栽管理工事

串木野基地の地上施設地区およびちかび
展示館の植栽管理工事

㈱前田造園

5,900 一般競争

菊間国家石油備蓄基地 排水処理設備定

排水処理設備内のコンクリート製槽類の清
掃・点検を実施する工事

太陽テクノサービス㈱

4,750 一般競争

基地内の総合管理事務所、中央変電所、
各ポンプ室、排水処理計器室、危険物倉
庫、地下部サービストンネル及び堅坑上部
室等に係わる消防設備・防火扉等の機器
点検及び総合点検

国分消防設備㈱

42 H25.5.16 H25.6.10 (平成25年度)

43 H25.5.17 H25.6.18 期整備工事(平成25年度)

串木野国家石油備蓄基地 消防設備法定

44 H25.5.20 H25.6.18 点検(平成25年度)＜再度入札＞

光ファイバー式漏油計検知器システム（６
セット）
久慈国家石油備蓄基地 地下水位孔(代替 ア．光ファイバー式センサー １本／セット
H25.6.21
計測孔)漏油計復旧工事その1漏油計購入 イ．変換器（発光部、受光部、2C・4Cケーブ
ル） １組／セット
ウ．監視器 １台／セット
久慈国家石油備蓄基地 電気設備定期整

46 H25.5.27 H25.6.20 備工事(平成25年度)

串木野国家石油備蓄基地 油膜検知器更

47 H25.5.28 H25.6.27 新工事

48 H25.5.30

契約形態

計装設備の機能、精度等を維持し安定稼
動させる為に、消防法及び当基地の点検
整備基準に基づき行う工事
串木野国家石油備蓄基地 計装設備・油分 ア．一般計器定期整備、イ．PH・ORP計定
H25.6.11
濃度計定期整備工事(平成25年度)
期整備工事(年/2回)、ウ．油漏洩検知器定
期整備工事、エ．避雷器定期整備工事、
オ．雷検知器定期整備工事、カ．油分濃度
計定期整備工事

39 H25.5.10 H25.6.11 成25年度)

45 H25.5.23

契約金額
千円

消防法（防災設備）等にもとづく法定点検、
及び機能維持の為の定期点検・整備及び
診断・評価

平成25年度 久慈国家石油備蓄基地 業務

49 H25.5.31 H25.6.28 用無線機更新＜再度入札＞

久慈国家石油備蓄基地 排水処理設備定
期整備工事(平成25年度)

㈱ＩＨＩトレーディング

29,800 一般競争

出光エンジニアリング㈱

5,800 一般競争

排水処理設備とガードベースンに設置する
千代田システムテクノロジーズ㈱
油膜検知器の更新工事

総合管理事務所空調・ボイラー設備及び福
久慈国家石油備蓄基地 事務所空調・ボイ 利厚生施設の空調設備・ボイラー設備の定
H25.7.1
ラー設備定期点検工事(平成25年度)
期点検整備、並びに防消火設備の法定点
検等

800 一般競争

5,850 一般競争

㈱細谷地

2,950 一般競争

防爆防水携帯型業務用無線機 ＧＰ３２９Ｅｘ
(モトローラ製)４台（付属品含む）、充電器４
台、免許情報整備一式

日本無線㈱

1,900 一般競争

工業用水貯水槽、油分離槽等の清掃及び
整備

出光エンジニアリング㈱

9,350 一般競争

消防法等にもとづく法定点検、機能維持の
為の定期点検・整備
① 通信設備、② 自動火災報知設備等、③
入出坑管理設備

太陽テクノサービス㈱

2,900 一般競争

出光エンジニアリング㈱

3,980 一般競争

50 H25.5.31

H25.7.1

51 H25.5.31

菊間国家石油備蓄基地 電気設備定期整
H25.7.2
備工事(平成25年度)

52

H25.6.5

労働安全衛生法（第４１条）、クレーン等安
全規則（第４０条）に基づく機能維持の為の
定期点検・整備を行う
久慈国家石油備蓄基地 クレーン等定期整
H25.7.3
①定期自主検査（外観・安全装置点検・電
備工事(平成25年度)
気関連装置点検・荷重試験）
②点検付帯作業（ウェイト調達・運搬等）及
び付属設備・機器の整備 一式

53

H25.6.5

H25.7.3

菊間国家石油備蓄基地 塗装補修工事検
討業務(平成25年度)

用役設備エリア・サービストンネル入口近
傍の塗装部の発錆量算出及び足場面積の
確認・見直しを実施する

辰美産業㈱

1,080 一般競争

H25.6.7

菊間国家石油備蓄基地 受配電設備等定
H25.7.9
期整備工事(平成25年度)

気事業法第４２条第１項の規定に基づき定
められている保安規程による点検整備及
び安全な運用を確保するための部品交換、
測定、診断

太陽テクノサービス㈱

4,300 一般競争

54

55 H25.6.12

Ａ重油の購入予定数量：50KL
串木野国家石油備蓄基地 陸上設備用Ａ重 特質：製品規格はＪＩＳ Ｋ２２０５の１種２号
H25.7.9
油購入(平成25年度)
の規定に適合していること（硫黄分は1.0質
量%以下）

久慈国家石油備蓄基地 原油配管保存対

56 H25.6.13 H25.7.12 策工事

原油受払設備関連機器の保存対策工事
① 原油受払流量計 取外・整備・保管
② ブースターポンプP-104A/104B整備・保
管
③ 付帯作業（仕切板挿入、開放部窒素置
換）

3

㈲串木野石油

出光エンジニアリング㈱

80,000円
一般競争
/KL

5,500 一般競争

番
号

公告日

入札日

工事（業務）名称
菊間国家石油備蓄基地 空調設備定期整

57 H25.6.13 H25.7.16 備工事(平成25年度)

久慈国家石油備蓄基地 受配電設備定期

58 H25.6.18 H25.7.16 整備工事(平成25年度)

59 H25.6.18

H25.7.5

菊間国家石油備蓄基地 植生調査業務(平

契約形態

請負業者

総合管理事務所、構内各室の空調、換気
設備の機能を維持するために必要な点検、
整備及び清掃

太陽テクノサービス㈱

1,700 一般競争

電気事業法第４２条に基づいた保安規定に
定めた下記設備の定期点検
ア．接地避雷設備接地抵抗測定
イ．動力設備絶縁抵抗測定
ウ．遠方監視制御装置定期整備

出光エンジニアリング㈱

3,250 一般競争

㈱瀬戸内園芸センター

7,380 一般競争

菊間基地周辺の植生状況の変化を確認す
るために、航空写真の撮影と現地調査によ
り、樹木活力の現況を把握する

アジア航測㈱

5,300 一般競争

油中ポンプシーケンス確認工事、遠隔遮断
弁定期整備工事、侵入警戒システム定期
点検整備他

太陽テクノサービス㈱

30,700 一般競争

関西エックス線㈱

1,500 一般競争

㈲八香園

3,800 一般競争

24,430 一般競争

菊間基地の地上施設地区植栽管理工事、
菊間国家石油備蓄基地 植栽管理工事(平
原油シフトタンクヤード内及び坑口周辺の
成25年度)
除草工事

60 H25.6.21 H25.7.18 成25年度)

契約金額
千円

工事（業務）概要

61

H25.7.1

H25.8.1

菊間国家石油備蓄基地 計装設備等定期
整備工事(平成25年度)

62

H25.7.1

H25.8.5

地上部・地下部にある配管の腐食進行有
串木野国家石油備蓄基地 配管・機器検査
無を確認するため、肉厚測定検査及びFCR
工事(平成25年度)
検査を行う

63

H25.7.2

H25.8.1

久慈国家石油備蓄基地 外周緑化復旧工
事

久慈基地における植栽工事

朝日工業㈱

㈱清水

H25.7.2

H25.7.31

串木野国家石油備蓄基地 装置設備定期
整備工事(平成25年度)

①安全弁等定期整備、②泡混合器性能検
査、③コンクリート水槽の定期清掃、④ス
ロップタンク開放点検、⑤消防法第１４条の
３の２に基づく消火設備定期整備、⑥排水
処理設備タンク開放点検、⑦油水置換配管
漏洩テスト等の工事

H25.7.3

串木野国家石油備蓄基地 オイルフェンス
H25.8.7
巻取り機塗装修理工事(平成25年度)

オイルフェンス置場にあるオイルフェンス巻
取り機（３号機）本体（胴部含む）塗装が経
年劣化により錆が発生している為、塗装修
理を行う

H25.7.5

地上部操油設備にあるAS-101A/B及び
串木野国家石油備蓄基地 階段・架台等修 MS-101の塔槽に付随する点検、ステージ
H25.8.6
理工事(平成25年度)
が腐食し減肉してきている為、修理を行な
う

西日本プラント工業㈱

2,450 一般競争

67 H25.7.10

基地構外に保管してある、内面ソフトゴム、
合成繊維帆布、外面耐摩耗性ゴムで構成
串木野国家石油備蓄基地 浮沈ホースプロ されている浮沈ホースプロテクターの固縛
H25.8.9
用孔が破損等していることから、破損部分
テクター修理工事(平成25年度)
を切取りプロテクターと同等のゴムを貼り付
け等して修復する内容の工事

南国殖産㈱

9,000 一般競争

68 H25.7.10

平成25年度 菊間国家石油備蓄基地 Ａ重
H25.7.31
油購入(陸上設備用)

69 H25.7.10

H25.8.8

菊間国家石油備蓄基地 洗浄・清掃等工事 ガードベースン等コンクリート製槽類の清
(平成25年度)
掃・点検

太陽テクノサービス㈱

2,850 一般競争

70 H25.7.10

H25.8.8

菊間国家石油備蓄基地 直流電源装置・無 無停電電源装置（１台）および直流電源装
停電電源装置更新工事
置（３台）の更新および関連工事

太陽テクノサービス㈱

43,700 一般競争

71 H25.7.10

H25.8.9

消防法に基づく、地下部防火ダンパー、耐
久慈国家石油備蓄基地 防火ダンパー等定
火仕切壁、防潮扉等の機能維持のための
期整備工事(平成25年度)
整備及び作動確認

出光エンジニアリング㈱

3,350 一般競争

排水処理設備内の鋼製塔槽の開放・内部
掃除・被覆塗装の内部点検を行い不良個
所の塗装修理及びろ過塔に充填されてい
る濾材（アンスラサイト、ろ過砂、砂利）の抜
出・篩い分けを行い充填物不足分の補充を
行うという内容の工事

朝日工業㈱

6,500 一般競争

排ガス処理設備と不燃性ガス供給設備の
整備工事

朝日工業㈱

7,500 一般競争

ＪＸ日鉱日石探開㈱

17,500 一般競争

64

65

66

72 H25.7.10

H25.8.9

串木野国家石油備蓄基地 排水処理設備
(C系列)定期整備工事(平成25年度)

串木野国家石油備蓄基地 燃焼炉等定期

73 H25.7.17 H25.8.20 整備工事(平成25年度)

74 H25.7.17

Ａ重油の購入予定数量：35KL
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）

久慈基地のTK-101岩盤タンク周辺の岩盤
挙動を監視するため、地下水位観測孔W久慈国家石油備蓄基地 高精度傾斜計によ
12敷地及び地下部のTK-101竪坑上部室
H25.8.19 る岩盤タンク周辺の岩盤挙動計測業務(平
内において計測用鉛直孔を新規削孔して
成25年度)
高精度傾斜計を設置するとともに、岩盤挙
動の計測と分析を行う

東冷㈱

990 一般競争

77,800円
一般競争
/KL

久慈国家石油備蓄基地 消火設備等定期

固定泡消火設備、地下施設内泡ヘッド消火
設備等の機器点検・整備、総合点検等

出光エンジニアリング㈱

2,900 一般競争

串木野国家石油備蓄基地 冷却塔現場盤

循環冷却水冷却塔現場盤の取替修理を行
う工事

西日本プラント工業㈱

2,800 一般競争

久慈国家石油備蓄基地 交流無停電電源

無停電電源装置（蓄電池含む）１台の更新
三菱製紙エンジニアリング㈱
及び付帯工事

13,800 一般競争

地下部サービストンネルＤブロックの配管・
機器・架台等の防食塗装の劣化箇所（発錆 ㈱カシワバラ・コーポレーション
部）について塗装修理を行う

4,620 一般競争

75 H25.7.17 H25.8.19 整備工事(平成25年度)
76 H25.7.19 H25.8.16 修理工事
77 H25.7.22 H25.8.27 装置更新

串木野国家石油備蓄基地 配管･機器･架

78 H25.7.23 H25.8.27 台等塗装定期修理工事(平成25年度)

4

番
号

公告日

入札日

工事（業務）名称

79 H25.7.23 H25.8.27 菊間国家石油備蓄基地 間隙水圧計付設

串木野国家石油備蓄基地 排水処理設備

80 H25.7.24 H25.8.27 シーケンスバルブ整備工事

工事（業務）概要

請負業者

菊間基地サービストンネル内からボーリン
グを行い、間隙水圧計（３深度）を設置する
㈱地圏総合コンサルタント
ことにより、水封式岩盤タンクの安全性や
水封機能の安定性の監視・管理を行う

契約金額
千円

契約形態

26,600 一般競争

巴バルブ製シーケンンスバルブ交換修理
及び、山武製コントロールバルブ交換修理
を行う工事

西日本プラント工業㈱

5,450 一般競争

排ガス処理設備及び不燃性ガス供給設備
について消防法第１４条の３の２の規定に
基づく点検整備

太陽テクノサービス㈱

4,550 一般競争

太陽エンジニアリング㈱

3,800 一般競争

81 H25.7.29

H25.9.3

菊間国家石油備蓄基地 燃焼炉等定期整
備工事(平成25年度)

82

H25.8.2

H25.9.5

菊間国家石油備蓄基地 配管・機器類補修
含油排水配管の減肉箇所の取替修理
工事(平成25年度)

H25.8.5

串木野国家石油備蓄基地 オイルフェンス
H25.9.10
修理工事(平成25年度)

Ｃ型オイルフェンスのフロートが潰れて浮力
が低下していることから、新規にフロートを
手配しフロート交換、固定ロープの取替な
どの修理を行う

東京貿易㈱

4,400 一般競争

84

H25.8.5

串木野国家石油備蓄基地 ちかび展示館
H25.9.6
排水溝修理工事

ちかび展示館の高架水槽横の排水溝が斜
面に吹付けたコンクリートが全体的に下側
へズレ排水溝に損傷がある為修理工事を
行う

㈱馬込建設

530 一般競争

85

H25.8.7

H25.9.10

菊間国家石油備蓄基地 ディーゼルエンジ ディーゼルエンジン２基、並びに付属する
ン等定期整備工事(平成25年度)
機器の定期整備

86

H25.8.8

H25.9.10

久慈国家石油備蓄基地 計器室等空調設
備更新

総合管理事務所空調設備及び計器室、制
御機械室空調設備の更新及び付帯工事を
行う

83

太陽テクノサービス㈱

5,100 一般競争

千代田工販㈱

47,500 一般競争

太陽テクノサービス㈱

14,400 一般競争

87

H25.8.8

H25.9.10

菊間国家石油備蓄基地 装置設備定期整
備工事(平成25年度)

ア．循環冷却水冷却塔定期整備工事
イ．安全弁定期整備
ウ．チャッキ弁定期整備
エ．陸上タンク及び付属機器等定期点検
オ．防消火設備定期整備
カ．配管・機器等定期検査

88

H25.8.8

H25.9.10

菊間国家石油備蓄基地 空気圧縮機定期
整備工事(平成25年度)

往復式空気圧縮機及び空気除湿装置並び
に付属する機器の定期整備

太陽テクノサービス㈱

5,850 一般競争

電気事業法第４２条第１項に基づき定めら
れた保安規程と消防法に従い行う点検工
事
① 地上部負荷設備定期整備
② 避雷針設備定期整備他

西日本プラント工業㈱

4,400 一般競争

復旧後の新設水処理設備に対し、水質改
善による目詰まり対策効果の分析評価、水
質変化に伴う影響評価及びこれらに関係す
る諸水質データの蓄積を図る

電源開発㈱

9,800 一般競争

太陽テクノサービス㈱

4,450 一般競争

ジオテクノス㈱

6,500 一般競争

串木野国家石油備蓄基地 電気設備定期

89 H25.8.12 H25.9.12 整備工事(平成25年度)

90 H25.8.12

久慈国家石油備蓄基地 水封水水質改善
H25.9.10
評価業務(平成25年度)

菊間国家石油備蓄基地 水系配管等修理

91 H25.8.12 H25.9.11 工事(平成25年度)

久慈国家石油備蓄基地 注水設備洗浄工

92 H25.8.22 H25.9.19 事(平成25年度)

串木野国家石油備蓄基地 国家備蓄石油

消火用水配管の減肉箇所の取替修理
サービストンネル、竪坑上部室の水封側溝
の洗浄工事、並びにボーリング注水孔の浸
透量計測業務
一点係留ブイ上で係留索脱着訓練を行う
為の足場組立及び解体工事

朝日工業㈱

480 一般競争

中央変電所、自家発電設備の直流電源装
置及び地下電気室の無停電電源装置、直
流電源装置の更新工事

㈱九州日立

17,940 一般競争

95 H25.8.27

久慈国家石油備蓄基地 係留用資機材等
H25.9.25
購入その2

ピックアップワイヤー、シャックル、ジョイニ
ングシャックル、ホーサー接続金具、係船
索H&Wシャックル、中間ウェイト用固定ボル
ト、中間ウェイト用穴埋ボルト他

出光エンジニアリング㈱

10,300 一般競争

96

H25.9.3

久慈国家石油備蓄基地 津波避難通路新
H25.9.27
設工事再度入札

避難通路新設工事
ア．コンクリート舗装
イ．擬木階段
ロ．敷砂利

下舘建設㈱

10,500 一般競争

H25.9.3

(1) 海上作業に伴う海上保安部への作業許
可申請手続き
久慈国家石油備蓄基地 係船岸・護岸等復 (2) 作業に必要な資機材・測量船等の調達
H25.9.25
旧工事(平成25年度)＜再度入札＞
(3) 係船岸、Ａ護岸、Ｂ護岸及び付帯設備
の復旧
（事前・事後の点検調査を含む）他

東亜建設工業㈱

69,800 一般競争

H25.9.3

多管式小型貫流ボイラー６基（メーカー名：Ｉ
久慈国家石油備蓄基地 ボイラー定期整備 ＨＩ石川島汎用ボイラー株式会社、メーカー
H25.10.1
形式：Ｋ－２５００ＲＥ型）及び付属設備・機
工事(平成25年度)
器の整備 一式

出光エンジニアリング㈱

4,700 一般競争

太陽テクノサービス㈱

2,650 一般競争

下舘建設㈱

28,500 一般競争

93 H25.8.22 H25.9.19 緊急放出訓練(代替訓練)一点係留ブイ足
場組立・解体工事
串木野国家石油備蓄基地 直流電源装置・

94 H25.8.23 H25.10.1 無停電電源装置更新工事

97

98

菊間国家石油備蓄基地 オイルフェンス等

99 H25.9.12 H25.10.10 定期整備工事(平成25年度)

久慈国家石油備蓄基地 沢水恒久配管敷

巻取機設備点検（変減速機、電動機分解
整備）、跳ね上げシューター修理
水を高台設備まで送水するための恒久配

100 H25.9.12 H25.10.4 設工事(平成25年度)その1配管敷設等工事 管敷設工事、及び高台設備までの水道配
管敷設工事

5

番
号

公告日

入札日

工事（業務）名称
久慈国家石油備蓄基地 沢水恒久配管敷

工事（業務）概要

103 H25.9.12 H25.10.17

27,900 一般競争

出光エンジニアリング㈱

5,300 一般競争

久慈基地の敷地内及び護岸周辺について
液状化判調査を行い、概略の基地液状化
可能性を確認し、適切な対策の実施に繋げ
出光エンジニアリング㈱
ていく目的で実施する。（判定基準は「港湾
の施設の技術上の基準・同解説」等を適用
するものとする）

23,400 一般競争

能確認試験工

久慈国家石油備蓄基地 回転機設備定期
整備工事(平成25年度)

薬剤注入ポンプ１６台（日機装製：ミルフ
ロー制御容量ポンプ）の接液部の分解点
検・整備・試運転及びホイストクレーン３台
（三菱製：定格荷重2.8ｔ×１台、1ｔ×２台）の
点検、荷重試験

久慈国家石油備蓄基地 液状化判定調査
業務(平成25度)

久慈国家石油備蓄基地 仮設循環冷却水

104 H25.9.17 H25.10.7 設備撤去工事(平成25年度)＜再度入札＞ 仮設設置設備一式の撤去・処分
久慈国家石油備蓄基地 計装設備定期整

地上部／排水処理設備計装設備点検整備
（可燃性ガス検知器、漏油検知器）他

出光エンジニアリング㈱

6,600 一般競争

出光エンジニアリング㈱

18,800 一般競争

菊間基地の敷地内及び護岸周辺につい
て、詳細判定法（判定基準：港湾の施設の
技術上の基準・同解説）による液状化調査
菊間国家石油備蓄基地 液状化判定(詳細
と主要構造物の安定性照査及び、対策工 ㈱四電技術コンサルタント
106 H25.10.1 H25.10.30 判定法)調査業務(平成25年度)
の検討を行い、適切な対策の実施に繋げ
ていく目的で実施する。(本業務は、そのう
ちの現場調査を行うものである)

107 H25.10.1 H25.10.31

串木野国家石油備蓄基地 液状化判定調
査業務(平成25年度)

平成25年度 久慈国家石油備蓄基地 Ａ重
108 H25.10.1 H25.10.29 油購入(陸上設備用)

串木野基地の敷地内及び護岸周辺につい
て液状化判定を行い、概略の基地液状化
可能性を確認し、適切な対策の実施に繋げ
ていく目的で実施する。(判定基準は「道路
橋示方書・解説 Ⅴ耐震設計編」等を適用
するものとする)

購入物品：放射線測定器
1．放射能表面汚染測定（β線用）：GMｻｰ
串木野国家石油備蓄基地 サーベイメータ
ﾍﾞｲﾒｰﾀ
２式
H25.11.8
購入(平成25年度)
2．空間放射量率測定（γ線用） ：ｼﾝﾁﾚｰ
ｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ ２式
菊間国家石油備蓄基地 配管・機器類補修

111 H25.10.10 H25.11.12 工事その２(平成25年度)

含油排水配管の減肉箇所の取替修理

地下部換気設備防火ダンパーの修理及び
菊間国家石油備蓄基地 換気設備防火ダン 換気ダクト接続部シール補修
112 H25.10.10 H25.11.12 パー等修理工事
・サービストンネル入口防火ダンパー １台
・FN-751B吸気防火ダンパー １台
久慈国家石油備蓄基地 空気圧縮機定期

113 H25.10.11 H25.11.8 整備工事(平成25年度)

清水建設㈱

Ａ重油の購入予定数量：805KL
特質：製品規格はＪＩＳ Ｋ２２０５の１種２号
東日本オイルターミナル㈱
の規定に適合していること（硫黄分は1.0質
量%以下）

地下部サービストンネルにおいて、注水
久慈国家石油備蓄基地 水封機能維持工
ボーリング孔を利用して間隙水圧を計測し
109 H25.10.4 H25.10.30 事その２地下部間隙水圧測定業務(平成25 て岩盤タンクの水封機能の安定性に対する
年度)
評価を行う

110 H25.10.8

契約形態

開発電子技術㈱

工事

105 H25.9.27 H25.10.22 備工事(平成25年度)

契約金額
千円

沢水を高台設備まで送水するための沢水

101 H25.9.12 H25.10.4 設工事(平成25年度)その2計装・電気設備 取水設備の調達、及び現地組立による性

102 H25.9.12 H25.10.10

請負業者

往復式空気圧縮機２機、計装空気・作業用
空気除湿装置、並びに付属する機器の定
期整備

マリンホース保管棚の復旧（購入）
久慈国家石油備蓄基地 マリンホース保管 ア．マリンホース保管用パレット製作
114 H25.10.11 H25.11.8
棚復旧
イ．塗装仕様
ウ．基地内搬入

7,900 一般競争

25,000 一般競争

75,500円
一般競争
/KL

電源開発㈱

24,900 一般競争

日本電計㈱

1,476 一般競争

太陽テクノサービス㈱

3,300 一般競争

太陽テクノサービス㈱

4,750 一般競争

出光エンジニアリング㈱

6,800 一般競争

出光エンジニアリング㈱

8,900 一般競争

函館どつく㈱

19,500 一般競争

㈱テクノ・プロ・サービス

55,750 一般競争

平成25年度 久慈国家石油備蓄基地 油回 船舶安全法による油回収船（ちかびおやし

115 H25.10.21 H25.11.19 収船(ちかびおやしお)中間検査入渠・修繕 お）の中間検査入渠工事、その他諸修理工
工事

久慈国家石油備蓄基地 石油文化ホール

116 H25.10.24 H25.11.27 展示物設備復旧等工事

久慈国家備蓄石油基地 国家備蓄石油緊

事及び、救命筏の更新を行う
１）Ｂトンネル展示物制作（一部補修含む）
２）もぐらんぴあ新管理棟１階の展示物制
作
３）総合管理事務所１階ロビー展示物制
作、補修及び設置
４）上記（１）、（２）の制作物保管、電気工事
及び制作物設置工事
５）Ｂトンネル内のパネル展示等を見やすく
わかりやすくすることをはじめとして、照明
設備によって館内を斬新的かつ機能的に
演出するなどの企画提案をすること
購入品：繊維ロープ、木製スパイキ、浮玉、

117 H25.10.25 H25.11.22 急放出訓練(実技訓練) 海域荷役業務 作 灯浮標、他

㈲昭和商会

620 一般競争

業用ワイヤーロープ等購入（平成25年度）

久慈国家備蓄石油基地 国家備蓄石油緊

購入品：ワイヤーロープ、ガスケットパッキ

118 H25.10.25 H25.11.22 急放出訓練(実技訓練) 海域荷役業務 作 ン、ボルト・ナット、他

㈱三亥

2,650 一般競争

㈲三和興産

3,250 一般競争

業用ワイヤーロープ等購入（平成25年度）
菊間国家石油備蓄基地 排水路等定期清

119 H25.10.25 H25.12.2 掃工事(平成25年度)

基地内の地上部側溝及び地下部排水路等
の定期清掃工事

6

番
号

公告日

入札日

工事（業務）名称

工事（業務）概要

【消火器】
①蓄圧式 ABC20型 １０６本
②蓄圧式 ABC10型
１０本
串木野国家石油備蓄基地 消火器購入(平 ③蓄圧式 ABC 6型
１３本
120 H25.10.25 H25.11.19
成25年度)
【既存消火器の引取り・廃棄処分】
①ABC20型 ９２本
②ABC10型
６本
③ABC 6型 １４本
菊間国家石油備蓄基地 配管･機器･架台

121 H25.10.29 H25.12.5 等塗装定期修理工事(平成25年度)

串木野国家石油備蓄基地 含油排水配管

122 H25.11.5 H25.11.28 更新工事

123 H25.11.5

久慈国家石油備蓄基地 海底配管深浅測

久慈国家石油備蓄基地 配管･機器･架台

125 H25.11.26 H25.12.20 等塗装定期修理工事(平成25年度)

128 H26.1.8

129 H26.1.14

串木野国家石油備蓄基地 ハイモロック
H26.2.10
(SS-100)購入(平成25年度)

H26.2.7

久慈国家石油備蓄基地 地下水位観測孔
漏油計修理工事（OILA-704）

680 一般競争

4,300 一般競争

危険物タンクヤード内の含油排水埋設配管
をステンレス配管で地上化敷設する工事で
あり、地上化により不要となる既設ファンネ
ルや埋管内にモルタル注入を行う等の付
帯工事を含めて実施する

西日本プラント工業㈱

6,400 一般競争

三井金属資源開発㈱

13,450 一般競争

出光エンジニアリング㈱

3,930 一般競争

久保田建装㈱

8,850 一般競争

㈱創友環境開発

8,800 一般競争

出光エンジニアリング㈱

1,570 一般競争

海底配管設置海域部周辺の深浅測量

配管・機器・架台等の防食塗装の劣化箇所
（発錆部）について塗装修理を行う

串木野国家石油備蓄基地 荷役ホース廃棄 産業廃棄物（荷役ホース）の保管場所から
の取出し、運搬及び処理を行う工事
久慈国家石油備蓄基地 陸域安全弁定期

契約形態

辰美産業㈱

126 H25.11.29 H25.12.26 処理工事

127 H25.12.2 H25.12.24 整備工事(平成25年度)

ヤマトプロテック㈱

契約金額
千円

配管・機器・架台等の防食塗装の劣化箇所
（発錆部）について塗装修理

串木野基地のW-17水位観測孔水位が
2012年7月以降下降傾向が見られ2012年
末までに約40m地下水位が低下したことに
串木野国家石油備蓄基地 W-17水位観測
伴い、ボアホールカメラ観察等の孔内調査
H25.12.2
孔孔内調査業務(平成25年度)
を実施して水理状況の基礎データを得るこ
と、および今後の検討資料を得るために調
査を実施する

124 H25.11.18 H25.12.5 量工事(平成25年度)＜再度入札＞

請負業者

地下部設備の安全弁分解整備・作動確
認、安全弁取替修理
購入数量：300Kg
調達件名の特質：ハイモロックＳＳ－１００
の粉末
粉末の袋詰（１０ｋｇ／袋）とする
地下水位観測孔漏油計修理工事（OILA704）
（光ファイバー式漏油検知器）
ア．漏油計不具合部品の調達（漏油計変換
器、光ファイバーセンサー）
イ．不具合部品の取替え修理
ウ．修理後の作動確認
エ．修理に伴う付帯工事（作業足場組立解
体、設置ワイヤの引上げ及び復旧）

7

㈱コタベ

出光エンジニアリング㈱

351 一般競争

5,700 一般競争

