一般競争入札（平成27年度）
平成２７年４月～平成２８年１月 契約分
番
号

公告日

入札日

日本地下石油備蓄㈱

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

【３基地共通】

1

H27.6.15

久慈、菊間及び串木野基地を対象として、
竪坑水封部に設置した腐食確認試験片の
腐食環境調査として、水封水、竪坑水封部
水を採水・水質分析を行ない水質面から腐
竪坑水封部等腐食環境定期調査業務（平
食環境の有無を確認する。また、腐食確認
H27.7.10
成27年度）
試験片に付着物が見られたことから詳細分
析を行ない付着物が腐食と関係ないこと及
び水質とコンクリートとの反応も合わせて分
析評価する

2

H27.7.16

H27.8.20

H27.7.21

１）文献調査
五反田川断層の活動を想定した串木野基
２）広域モデルの作成
H27.8.26 地の地上及び地下設備への影響検討業務
３）広域モデルによる応力・ひずみ解析
（平成27年度）
４）報告書作成

H27.8.17

施設管理業務（機器台帳、保全計画、保全
履歴等の保全情報管理）の強化及び効率
化を目的として、Saas版（リース契約：H27
設備保全管理効率化ソフトウェア等導入業
H27.9.11
年11月～H28年3月迄の5ヵ月間）の設備保
務（Saas版）
全管理専用ソフトウェア等を導入する。尚、
導入するシステムは、日揮情報システム株
式会社の「PLANTIA」とする

3

4

【久慈・菊間及び串木野基地】サイスミック
モニタリング計器雷対策付加工事

慈・菊間及び串木野基地に設置してあるサ
イスミックモニタリングシステムに対して追
加雷対策装置の設置工事を行う

三菱マテリアルテクノ㈱

11,230 一般競争

清水建設㈱

33,000 一般競争

清水建設㈱

14,950 一般競争

日揮情報システム㈱

3,100 一般競争

㈱魚国総本社

19,980
一般競争
(年額）

【久慈国家石油備蓄基地】
5

H27.2.16

H27.3.11

【久慈基地】給食・管理業務(平成27～29年 久慈基地及び門前住宅の給食提供、門前
度)
住宅及び体育館の管理業務

6

H27.2.20

H27.3.19

【久慈基地】総合管理事務所等清掃業務
(平成27年度)

7

H27.2.20

H27.3.19 【久慈基地】バス運行業務(平成27年度)

8

H27.2.20

H27.3.19

H27.3.3

Ａ重油の購入予定数量：672KL
【久慈基地】陸上設備用Ａ重油購入(平成27 特質：製品規格はＪＩＳ Ｋ２２０５の１種２号
H27.3.25
の規定に適合していること（硫黄分は1.0質
年度)
量%以下）

久慈市漁業協同組合

57,500円
一般競争
/KL

10

H27.3.3

【久慈基地】平成27年度 Ａ重油購入(事務
H27.3.25
所給湯用)

Ａ重油の購入予定数量：17.1KL
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）

久慈市漁業協同組合

67,000円
一般競争
/KL

11

H27.3.3

H27.3.24

久慈基地の運転管理システム（横河電機
【久慈基地】計算機システム定期整備工事
製）の機能・精度などの品質維持および安
(平成27年度）
定稼動維持の為に行う定期整備工事

12

H27.3.6

H27.3.24

【久慈基地】次亜塩素酸ソーダ購入（平成
27年度）

H27.4.3

排水処理設備に設置されている活性炭処
【久慈基地】排水処理設備活性炭取替工事 理塔の活性炭吸着能力低下に伴い、活性
H27.4.27
炭抜出し・再生処理・充填を行う工事（活性
（平成27年度）
炭処理塔内部及び付属品の点検を含む）

出光エンジニアリング㈱

19,600
一般競争
/1回あたり

クレーン定期整備、回転機定期整備、
ディーゼルエンジン定期整備、空気圧縮機
定期整備、油中ポンプ定期整備

出光エンジニアリング㈱

96,000 一般競争

装置設備について消防法に基づく危険物
施設の法定点検及び装置設備の機能維持
の為、下記の点検整備を行う。
ア．配管・機器検査
イ．陸域安全弁定期整備
ウ．鋼製タンク（塔）開放点検整備
エ．コンクリート製槽類点検清掃
オ．防火設備点検整備
カ．消火設備点検整備
キ．不燃性ガス供給設備点検整備

出光エンジニアリング㈱

19,450 一般競争

もぐらんぴあ水族館エリア（久慈市所有施
設）と当社久慈基地が管理する作業トンネ
ルエリアの間の仕切壁及び連絡用扉を復
旧（設置）する

㈱小山組

6,200 一般競争

9

13

久慈基地の総合管理事務所等の清掃業務

㈱つしま

5,396 一般競争

久慈基地の日本地下石油備蓄(株)社員の
通勤輸送業務

㈱三河交通観光

5,743 一般競争

【久慈基地】通勤用ジャンボタクシー運行業 久慈基地の日本地下石油備蓄(株)社員の
務(平成27年度)
通勤輸送業務

㈱三河交通観光

3,419 一般競争

【久慈基地】機械設備定期整備工事（平成

14 H27.4.27 H27.5.20 27年度）

【久慈基地】装置設備定期整備工事(平成

15 H27.4.28 H27.5.27 27年度)

16 H27.4.28

【久慈基地】もぐらんぴあ関係設備復旧工
H27.5.27
事

次亜塩素酸ソーダの購入予定数量：
132,100Kg
特質：有効塩素は12%以上

1

横河商事㈱

11,900 一般競争

㈱つしま

50.00円
一般競争
/Kg

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

【久慈国家石油備蓄基地】
久慈基地サービストンネル等坑道のうち、
もぐらんぴあ水族館及び石油文化ホールを
対象に、坑壁の詳細スケッチ、打診音調査
を行い、コンクリート吹付け部の浮き、漏水
【久慈基地】注水設備洗浄工事（平成27年
箇所、クラック等の状況を把握する。また、
H27.5.28
度）
建設時の地質展開図等の既存資料より岩
盤部の現状等について考察し、今後の対
策が必要な場合は詳細調査等について提
言を行う

ジオテクノス㈱

20,000 一般競争

【久慈基地】サービストンネル等坑壁調査
業務（平成27年度）

久慈基地サービストンネル等坑道のうち、
もぐらんぴあ水族館及び石油文化ホールを
対象に、坑壁の詳細スケッチ、打診音調査
を行い、コンクリート吹付け部の浮き、漏水
箇所、クラック等の状況を把握する。また、
建設時の地質展開図等の既存資料より岩
盤部の現状等について考察し、今後の対
策が必要な場合は詳細調査等について提
言を行う

ジオテクノス㈱

19,000 一般競争

19 H27.5.18 H27.6.10 【久慈基地】植栽管理工事（平成27年度）

久慈国家石油備蓄基地の地上設備地区植
栽管理工事

㈲八香園

7,000 一般競争

出光エンジニアリング㈱

9,000 一般競争

久慈基地の福利厚生施設である門前住
宅、栄町住宅（住宅棟、体育館、付属棟）の
屋上防水シートの改修工事を行う

㈱小山組

8,400 一般競争

消防法及び自社基準に基づき計装設備の
機能・精度等を維持し、継続した安定操業
を行うことを目的とした定期整備工事

出光エンジニアリング㈱

33,000 一般競争

電源開発㈱

17,500 一般競争

出光エンジニアリング㈱

12,000 一般競争

17 H27.4.30

18

H27.5.8

H27.5.28

【久慈基地】電気設備定期整備工事（平成 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

20 H27.5.21 H27.6.17 27年度）

【久慈基地】福利厚生施設屋上防水シート

21 H27.6.25 H27.7.22 整備工事（平成27年度）

【久慈基地】計装設備定期整備工事(平成

22 H27.6.25 H27.7.22 27年度）

23 H27.6.30

地下水位観測隣接孔(W10-1)、地下水位観
測孔(W-12)における孔内設備の引上げと
【久慈基地】地下水位観測孔等孔内整備工 点検整備及び孔内洗浄を実施する。
H27.7.28
事（平成27年度）
また、水質・沈殿物の調査及び孔壁地質調
査としてキャリパー検層、ボアホールカメラ
撮影を実施する

24 H27.7.16 H27.8.20 成27年度）

電気事業法第４２条に基づいた保安規程に
定めた各機器の機能を維持するための点
検検査等を行う

25 H27.7.16 H27.8.20 【久慈基地】無線通信補助設備更新工事

本設備は、法令(岩盤タンク運用基準)によ
り消防専用設備としてサービストンネル、竪
坑上部室に設置され、発災時に消防の所
有する無線機を接続し、通常電波の不感地
帯であるトンネル内と外部との通信連絡を 千代田システムテクノロジーズ㈱
可能とする設備で、法令により設計の周波
数で使用不可となる事から更新を行う。
設備を構成する漏えい同軸ケーブル、分
配・分岐器、終端抵抗、同軸ケーブル等を
新周波数に対応するものへ更新を行う

59,800 一般競争

海底配管末端ＰＬＥＭ部の配管・固定構造
物等の危険物移送施設及び施設周辺海域
の定期点検

出光エンジニアリング㈱

11,200 一般競争

27 H27.7.21

復旧後の新設水処理設備に対し、水質改
【久慈基地】水封水水質改善評価業務（平 善による目詰まり対策効果の分析評価、水
H27.8.21
質変化に伴う影響評価及びこれらに関係す
成27年度）
る諸水質データの蓄積を図る

電源開発㈱

10,000 一般競争

28 H27.7.22

久慈基地の地上部及び地下部に設置され
た計測機器類（間隙水圧計、データ収録装
【久慈基地】水封機能リフレッシュ計測設備
置、流量計器、圧力計器、液面計器、調節
H27.8.26
定期整備工事（平成27年度）
計器、調節弁、可燃ガス検知器など）の点
検・整備を実施する業務

開発電子技術㈱

13,890 一般競争

【久慈基地】受配電設備定期整備工事（平

【久慈基地】受払設備定期点検工事（平成

26 H27.7.21 H27.8.21 27年度）

29 H27.7.29 H27.8.27 期検査入渠・修繕工事（平成27年度）

船舶安全法による油回収船「ちかびおやし
お」の定期検査入渠工事その他諸修理工
事

函館どつく㈱

27,600 一般競争

30 H27.7.29 H27.8.27 【久慈基地】植生調査業務（平成27年度）

久慈基地の岩盤タンク操業による基地周辺
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及び衛星画像解
析により、樹木活力等の現況を把握する

アジア航測㈱

6,500 一般競争

31

総合管理事務所に設置されている電話交
換機及び電話機の更新を実施する

千代田工販㈱

4,000 一般競争

㈱テクノ・プロ・サービス

28,700 一般競争

【久慈基地】油回収船「ちかびおやしお」定

H27.8.7

32 H27.8.10

H27.9.3 【久慈基地】構内電話交換設備更新工事

久慈基地の新管理棟（大ホール）展示物制
作及び設置工事、新管理棟（小ホール）展
【久慈基地】石油文化ホール展示設備復旧
示物設置工事、Ｂトンネル内展示物設置工
H27.9.1
等工事
事、久慈基地「未来につなぐ」映像データ編
集、総合管理事務所１階展示物設置工事

2

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

【久慈国家石油備蓄基地】
33 H27.8.18

H27.9.9 【久慈基地】油回収船BNWAS新設工事

油回収船「ちかびおやしお」に第二種船橋
航海当直警報装置一式の設置及び配線等
の付帯工事を行う

古野電気㈱

380 一般競争

34 H27.8.31

Bトンネルの防災設備等の整備を行う
ア．自動火災報知設備整備工事 一式
【久慈基地】石油文化ホール防災機器整備 イ．非常放送設備整備工事 一式
H27.9.28
工事（平成27年度）
ウ．非常照明、誘導灯設備整備工事 一式
エ．排煙設備整備工事 一式
オ．消火器整備工事 一式

㈱ユアテック

4,700 一般競争

35

H27.9.30

出光エンジニアリング㈱

4,750 一般競争

総合管理事務所棟の耐震診断及び耐震補
強設計結果に基づき、構造体と建築設備を
対象とした耐震補強工事を実施する

㈱小山組

9,950 一般競争

地下部の配管・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
【久慈基地】配管・機器・架台等塗装修理工
① 作業用仮設足場の設置、解体 約 822
37 H27.9.18 H27.10.14 事(平成27年度）
㎡
② 地下部の発錆部防食塗装修理 約
2,005㎡

シンヨー㈱

12,000 一般競争

北日本計装㈱

1,220 一般競争

H27.9.7

多管式小型貫流ボイラー６基（メーカー名：
【久慈基地】ボイラー定期整備工事（平成27
㈱ＩＨＩ汎用ボイラ、メーカー形式：Ｋ－２５００
年度）
ＲＥ型）及び付属設備・機器の整備 一式

【久慈基地】総合管理事務所棟耐震補強工

36 H27.9.11 H27.10.8 事(平成27年度）

38 H27.9.18 H27.10.22 【久慈基地】振動測定器購入

本業務は、振動測定器の納入及びこれに
伴う各種業務（当社指定パソコンにデータ
管理ソフトをインストール、当社係員への取
扱説明等）を行うものである。尚、納入する
振動測定器は下記のものとする。
１）メーカー： ＪＦＥアドバンテック（株）
２）名 称： ＭＫ－２１０ＨＥⅡ

39 H27.9.24 H27.10.22 【久慈基地】蒸気設備清缶剤購入

調達件名の特質：イシクリーン６６３同等品 オヤマダエンジニアリング㈱

720円
一般競争
/kg

海底配管設置海域部周辺の深浅測量

出光エンジニアリング㈱

4,350 一般競争

出光エンジニアリング㈱

1,950 一般競争

出光エンジニアリング㈱

2,900 一般競争

北日本造船㈱

4,350 一般競争

【久慈基地】海底配管深浅測量工事(平成

40 H27.10.8 H27.11.5 27年度）

【久慈基地】地下部高圧遮断器リミットス

地下部の高圧電動機用の高圧遮断器
（VCS東芝製）１５台のリミットスイッチ交換
補修を行う。
①遮断器引出
②リミットスイッチ交換
③遮断器復旧
④シーケンス試験

【久慈基地】竪坑上部室クレーン操作ケー

竪坑上部室クレーンケーブルについて補修
を行う。
①主巻用ペンダントスイッチケーブル
②補巻用ペンダントスイッチケーブル
③電源ケーブル

41 H27.11.11 H27.12.8 イッチ補修工事

42 H27.11.12 H27.12.8 ブル補修工事

43 H27.11.30 H27.12.18 【久慈基地】多点係留ブイ補修工事

多点係留ブイ６基の補修工事を行う。
①係留ブイ本体の手摺補修
②係留ブイチェーンレセス部補修
③バッテリーBOX自動排気弁エルボ腐食補
修
④係留ブイクイックリリースフック作動不良
補修
⑤補修付帯工事（安全対策工事）

【菊間国家石油備蓄基地】
【菊間基地】給食・管理業務(平成27～29年 菊間基地及び長坂住宅（寮）の給食提供、
長坂住宅（寮）の管理業務

44 H27.2.16 H27.3.12 度)

【菊間基地】総合管理事務所等清掃業務

45 H27.2.20 H27.3.19 (平成27年度)

46

菊間基地の総合管理事務所等の清掃業務

菊間基地の運転管理システム（横河電機
【菊間基地】計算機システム定期整備工事
製）の機能・精度などの品質維持および安
（平成27年度）
定稼動維持の為に行う定期整備工事

シダックス大新東ヒューマンサービス㈱

10,980
一般競争
(年額）

㈱ダイセイ

5,140 一般競争

大豊産業㈱

11,000 一般競争

H27.3.3

H27.3.27

47

H27.3.3

菊間基地から隣接する太陽石油（株）菊間
【菊間基地】遠隔遮断弁（ROV-101)更新 事業所間の境界に設置されている原油移
H27.3.27
送配管用の遠隔遮断弁（ＲＯＶ－１０１）１式
工事
の更新工事

太陽テクノサービス㈱

32,800 一般競争

48

H27.4.8

H27.5.12

クレーン定期整備、回転機定期整備、空気
【菊間基地】機械設備定期整備工事（平成
圧縮機定期整備、ディーゼルエンジン定期
27年度）
整備、油中ポンプ定期整備

太陽テクノサービス㈱

55,400 一般競争

3

番
号

公告日

請負業者

契約金額
千円

契約形態

排水処理設備に設置されている活性炭処
【菊間基地】排水処理設備活性炭取替工事 理塔の活性炭吸着能力低下に伴い、活性
H27.5.18
（平成27年度）
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）

太陽テクノサービス㈱

6,000
/1回あたり

一般競争

地下タンクTK-103の自主点検として、岩盤
タンク定期保安検査の竪坑水封部配管水
中点検に準じた点検検査を実施する

太陽テクノサービス㈱

35,000 一般競争

太陽テクノサービス㈱

3,800 一般競争

入札日

工事（業務）名称

工事（業務）概要

【菊間国家石油備蓄基地】

49 H27.4.10

【菊間基地】竪坑水封部配管水中点検工事

50 H27.4.13 H27.5.18 （平成27年度）

51 H27.4.14

人事院規則10-4、並びにボイラー及び圧力
【菊間基地】ボイラー定期整備工事（平成27 容器安全規則（第３８条）に基づくボイラー
H27.5.19
年度）
設備・付属機器類の点検整備及び性能検
査の助勢を実施する

52 H27.4.17

建屋耐震診断業務（平成26年度）の耐震診
【菊間基地】建屋耐震補強設計業務（平成 断結果から、「改修等の措置を講ずる必要
㈱四電技術コンサルタント
H27.5.21
がある」と指摘された構造体を対象として耐
27年度）
震補強設計業務及び耐震補強工事を行う

53 H27.4.27

【菊間基地】洗浄・清掃等工事（平成27年
H27.6.1
度）

シフトタンクヤード・パッケージヤード内に設
置されている埋設含油排水配管の洗浄・清
掃及び含油排水受槽（X-501）内の清掃・点
検

太陽テクノサービス㈱

5,100 一般競争

54 H27.4.28

H27.6.1 【菊間基地】植栽管理工事（平成27年度）

菊間基地の地上施設地区植栽管理工事、
原油シフトタンクヤード内及び坑口周辺の
除草工事

㈱瀬戸内園芸センター

6,820 一般競争

55 H27.4.28

H27.6.1

【菊間基地】植栽管理工事（その他）（平成
27年度）

菊間基地の福利厚生施設の長坂住宅地区
植栽管理工事

㈱瀬戸内園芸センター

580 一般競争

56 H27.5.18

H27.7.1

消防法および当社の点検整備手順等にも
【菊間基地】電気設備定期整備工事（平成
とづく法定点検、機能維持の為の定期点
27年度）
検・整備

太陽テクノサービス㈱

2,500 一般競争

57 H27.5.29

【菊間基地】受配電設備等定期整備工事
H27.7.1
（平成27年度）

電気事業法第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、診断を行う

太陽テクノサービス㈱

5,500 一般競争

58

H27.6.1

H27.7.2 【菊間基地】埋設含油排水配管更新工事

陸上シフトタンクヤード内に埋設されている
含油排水配管の取替工事

太陽テクノサービス㈱

33,000 一般競争

59

H27.6.5

H27.7.7

総合管理事務所、構内各室の空調、換気
【菊間基地】空調設備定期整備工事（平成
設備の機能を維持するために必要な点検、
27年度）
整備及び清掃

太陽テクノサービス㈱

1,700 一般競争

消防法及び自社基準に基づき計装設備の
機能・精度等を維持し、継続した安定操業
を行うことを目的とした定期整備工事

太陽テクノサービス㈱

20,000 一般競争

装置設備について消防法に基づく危険物
施設の法定点検及び装置設備の機能維持
及び点検整備の為、下記の点検整備を実
施する。
ア．循環冷却水冷却塔定期整備
イ．安全弁定期整備
ウ．チャッキ弁定期整備
【菊間基地】装置設備定期整備工事（平成
H27.7.23
エ．陸上タンク及び付属機器等定期整備
27年度）
オ．配管・機器等定期検査
カ．防火設備点検・整備
キ．消火設備点検・整備
ク．地下部換気設備定期点検
ケ．コンクリート製槽類清掃
コ．排ガス処理設備定期整備
サ．不燃性ガス供給設備定期整備

太陽テクノサービス㈱

26,200 一般競争

62 H27.6.24 H27.7.24 【菊間基地】無線通信補助設備更新工事

消防専用設備の無線通信補助設備を新周
波数に対応するものへ更新を行う

太陽テクノサービス㈱

64,500 一般競争

63 H27.6.26

H27.8.3 【菊間基地】築堤法面転落防止対策工事

菊間基地東側の築堤法面における転落防
止対策として、擁壁上部に転落防止用柵を
設置する

㈲三和興産

2,020 一般競争

H27.8.5 【菊間基地】消防用無線機更新

菊間基地側の無線機3台（非防爆型車載無
線機1台、防爆型携帯移動局2台）を納入す
るとともに無線局免状の周波数変更手続き
を行う

大豊産業㈱

970 一般競争

㈱四電工

840 一般競争

【菊間基地】計装設備定期整備工事（平成

60 H27.6.19 H27.7.15 27年度）

61 H27.6.23

64 H27.6.29

【菊間基地】福利厚生施設点検工事（平成 菊間基地長坂住宅における福利厚生施設
の点検等を行う

65 H27.7.13 H27.8.10 27年度）

66

H27.8.4

H27.9.1

東作業トンネル内の既設注水孔内の目詰
【菊間基地】注水設備洗浄工事（平成27年
まり等を除去し、効果的な運用注水を確立 ㈱地圏総合コンサルタント
度）
する

巻取機設備点検、跳ね上げシューター用減

67 H27.9.10 H27.10.9 【菊間基地】オイルフェンス等定期整備工事 速機分解整備、オイルフェンス点検

4

太陽テクノサービス㈱

5,480 一般競争

9,200 一般競争

1,850 一般競争

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

【菊間国家石油備蓄基地】
【菊間基地】総合管理事務所棟耐震補強工 総合管理事務所棟耐震診断に基づき建築
設備の耐震補強を実施する

68 H27.10.21 H27.11.11 事(平成27年度）

69 H27.10.26 H27.11.24 【菊間基地】ＴＷ-1孔恒久設備化工事

16,000 一般競争

太陽テクノサービス㈱

7,200 一般競争

東作業トンネルの注水ボーリング孔内に設
置している間隙水圧測定システムの点検 ㈱地圏総合コンサルタント
及び修理

3,780 一般競争

TK-101竪坑上部室内のシフトポンプ（P101）吐出に設置されている原油配管遠隔
電動調節弁（RCV-161）の駆動部電装品
（アナログポジショナー等）の取替修理及
び、保守対応が終了している排水処理設備
薬品タンクのレベル伝送器（２台：LIA533A/B）の取替修理を行う

太陽テクノサービス㈱

2,500 一般競争

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。
＜対象エリア＞
①排ガス処理設備燃焼塔部分
【菊間基地】配管・機器・架台等塗装定期修
H27.12.3
②TK-301、TK-381、TK-331A、CT理工事(平成27年度）
331A/B
③ST入口から柱No.144までの配管・ラック
＜補修面積＞
約1,227㎡

辰美産業㈱

16,800 一般競争

【菊間基地】排水路等定期清掃工事（平成 菊間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

㈲三和興産

4,360 一般競争

【菊間基地】間隙水圧計等修理工事（平成

70 H27.11.2 H27.12.4 27年度）

【菊間基地】原油配管遠隔電動調節弁

71 H27.11.2 H27.12.1 （RCV-161）等修理工事(平成27年度）

72 H27.11.5

太陽石油(株)構内に設置された間隙水圧
計（TW-1孔）の観測データを当社計器室内
のDCS表示画面にて確認でき、かつ、
Exaquantumにデータ保存できるシステムを
構築する

㈱四電工

73 H27.11.16 H27.12.11 27年度）

【菊間基地】地下水位観測孔等調査業務
74 H27.11.16 H27.12.15 （平成27年度）

【菊間基地】配管・機器類補修工事その２

75 H27.11.20 H27.12.21 （平成27年度）

地下水位観測孔Ｗ－４，Ｗ－９の孔内水理
調査及び孔内水の水質，微生物分析等を
㈱地圏総合コンサルタント
実施し、孔内環境改善に向けた検討・提案
を行う

11,800 一般競争

含油排水配管減肉箇所の取替修理を行う

太陽テクノサービス㈱

3,550 一般競争

受払ポンプ（P-104A）に付帯する高圧誘導
電動機の取外し、搬出、電動機整備工場に
おける工場整備、搬入、据付けを行う

太陽テクノサービス㈱

3,650 一般競争

77 H27.11.30

ガードベースン（X-503B/C）、返送水受槽
（X-504）内の清掃・点検を実施する。また、
【菊間基地】ガードベースン（X-503B/C）壁 併せて下記の不具合修理を実施する。
H28.1.7
面クラック等修理工事（平成27年度）
ア．壁面クラック修理
イ．オイルスキマー取付金具取替
ウ．越流堰タイル修理

太陽テクノサービス㈱

5,600 一般競争

78 H27.12.1

【菊間基地】平成27年度Ａ重油購入（陸上
H28.1.7
設備用）

【菊間基地】受払ポンプ(P-104A)モーター

76 H27.11.20 H27.12.21 修理工事（平成27年度）

Ａ重油の購入予定数量：8KL
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㈱

36,800円
一般競争
/KL

【串木野国家石油備蓄基地】
【串木野基地】給食・管理業務(平成27～29

79 H27.2.16 H27.3.12 年度)

【串木野基地】ちかび展示館管理業務(平

80 H27.2.16 H27.3.12 成27～29年度)

串木野基地及び西塩田住宅（寮）の給食提
供、西塩田住宅（寮）及び研修所の管理業
務

㈱魚国総本社

16,800
一般競争
(年額）

串木野基地ちかび展示館の利用管理及び
維持管理業務

㈱リフティングブレーン

8,148
一般競争
（年額）

【串木野基地】総合管理事務所等清掃業務 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

6,173 一般競争

串木野基地の運転管理システム（横河電
【串木野基地】計算機システム定期整備工
機製）の機能・精度などの品質維持および
事(平成27年度)
安定稼動維持の為に行う定期整備工事

南九州向洋電機㈱

13,900 一般競争

81 H27.2.20 H27.3.19 (平成27年度)

82

H27.3.3

H27.3.26

H27.3.3

竪型遠心ポンプと防爆型水冷式モーターを
【串木野基地】油中ポンプ定期整備工事 直結した特殊仕様の油中ポンプ（荏原製作
H27.3.30 (平成27年度)油中ポンプ(P-101A,P-103) 所製）２台について、ポンプの分解整備、
モーターのコイル巻替え、振動計センサー
工場整備工事
ケーブル交換、特殊防爆検定受験等を行う

辰村商事㈱

105,000 一般競争

84 H27.3.25

串木野基地の岩盤タンクTK-101に設置さ
れている原油払出しポンプP-101Aおよび、
【串木野基地】油中ポンプ定期整備工事
TK-103に設置されている原油シフトポンプ
H27.4.10 （平成27年度）油中ポンプ（P-101A，PP-103の機能維持のための定期整備を行う
103）現地整備工事
に当たり、現地におけるポンプの岩盤タンク
からの抜出しおよび据付け、試運転を行う

朝日工業㈱

37,000 一般競争

83
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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

【串木野国家石油備蓄基地】
【串木野基地】定期水質分析(放流水)業務

85 H27.3.27 H27.4.14 (平成27年度)
86

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

次亜塩素酸ソーダの購入予定数量：
【串木野基地】次亜塩素酸ソーダ購入(平成
49,000Kg
27年度)
特質：有効塩素は12%以上

H27.4.7

H27.4.30

87

H27.4.7

労働安全衛生(第45条)、クレーン等安全規
【串木野基地】クレーン等定期整備工事(平 則(第34条)に基づく機能維持のための定期
H27.5.15
点検・整備を行う。また、官庁検査も実施す
成27年度)
る

88

H27.4.8

H27.5.18

89

90

91

㈱西村ケミテック

96 一般競争

51.00円
一般競争
/Kg

㈱プランテムタナカ

3,950 一般競争

ナカボーテック㈱

4,500 一般競争

H27.4.8

串木野基地内の消火設備に設置されてい
【串木野基地】消火設備電動弁駆動部整備 る日本ギア工業㈱製の電動弁駆動部にお
H27.4.27
工事（平成27年度）
いて、分解点検・整備・検査・消耗部品の交
換等を行う工事

日栄商事㈱

6,080 一般競争

H27.4.8

炉筒煙管式ボイラー（メーカー名：㈱ＩＨＩ汎
用ボイラ、メーカー型式：KMH-08A型）を開
【串木野基地】ボイラー定期整備工事(平成 放して内部清掃・点検及び本体に付属する
H27.5.21
27年度)
バルブ・液面計等の分解整備を実施して、
官庁検査に立会う。官庁検査合格後は、取
外し品の復旧を行い、試運転を実施する

西日本プラント工業㈱

5,400 一般競争

H27.4.8

排水処理設備に設置されている活性炭処
【串木野基地】排水処理設備活性炭取替工 理塔の活性炭吸着能力低下に伴い、活性
H27.5.25
炭抜出し・再生処理・充填を行う工事（活性
事（平成27年度）
炭処理塔内部及び付属品の点検を含む）

朝日工業㈱

海底配管用電気防食設備のさや管・立抗
【串木野基地】原油海底配管電気防食設備
鉄筋用電極が不良であることから、新規電
修理工事（平成27年度）
極を設置する

【串木野基地】ポリ塩化アルミニウム購入

92 H27.4.13 H27.5.20 (平成27年度)

【串木野基地】岩盤タンク酸素濃度計定期

93 H27.4.21 H27.5.26 整備工事（平成27年度）

【串木野基地】定期水質 (イオン等)分析業

94 H27.4.22 H27.5.28 務(平成27年度)

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
岩盤タンク酸素濃度計の機能、精度等を維
持するための定期整備工事を行う

富山薬品工業㈱

八洲貿易㈱

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 ㈱鹿児島環境測定分析センター
報告する業務

5,400
/1回あたり

一般競争

47.00円
一般競争
/Kg

7,160 一般競争

111
一般競争
/回

95 H27.4.22

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）
【串木野基地】産業廃棄物処理業務（平成 ② 処理方法 ：中間処理（焼却処分）及び
H27.5.27
最終処分
27年度）
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

喜楽鉱業㈱

300
一般競争
/回

96 H27.4.22

串木野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
【串木野基地】消防設備法定点検（平成27
H27.5.28
物倉庫、地下部サービストンネル及び堅坑
年度）
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

㈱ケイテイポート

658 一般競争

97 H27.4.24

H27.6.3

電気事業法第４２条第１項に基づき定めら
【串木野基地】電気設備定期整備工事（平
れた保安規程と消防法に従い行う点検工
成27年度）
事

98 H27.4.24

H27.6.4

【串木野基地】建屋耐震補強設計業務(平
成27年度)
【串木野基地】地下部ポンプ入出力制御ユ

99 H27.5.11 H27.6.24 ニット修理工事（平成27年度）

【串木野基地】可燃性ガス検知器定期整備

100 H27.5.18 H27.6.16 工事(平成27年度）

101 H27.5.19 H27.6.19

102 H27.5.19

【串木野基地】計装設備定期整備工事(平
成27年度)

㈱川北電工

2,385 一般競争

建屋1棟の構造体を対象として「官庁施設
の総合耐震診断・改修基準及び同解説」に
基づき耐震補強設計を行う

㈱全診研

2,240 一般競争

岩盤タンク原油払い出し用ポンプ（Ｐ－１０１
Ａ、Ｂ、Ｃ）制御用シーケンサー３台の取替
修理を実施する

西日本プラント工業㈱

2,800 一般競争

理研計器株式会社製の可燃性ガス検知器
の機能、精度等の維持および安定稼働の
為に行う定期整備工事

理研計器㈱

1,065 一般競争

消防法及び自社基準に基づき計装設備の
機能・精度等を維持し、継続した安定操業
を行うことを目的とした定期整備工事

南九州向洋電機㈱

6,600 一般競争

朝日工業㈱

7,500 一般競争

地上部に設置されている㈱IHI回転機製の
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(バルブメーカー
工場)、基地資材倉庫に保管している吸入
弁・吐出弁取付け、試運転、分解点検/整
【串木野基地】機械設備定期整備工事（平
備が完了した吸入弁・吐出弁を当社指定場
H27.6.19
成27年度）
所までの納入及び用役設備の新日本造機
㈱製の循環冷却水供給ポンプ・日本BAC
㈱製の循環冷却塔ファン、消火設備の新潟
ウォシントン㈱製の消火ポンプを分解し、点
検/整備/試運転を行う
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【串木野国家石油備蓄基地】

103 H27.5.19

地上施設にある排ガス処理設備（岩盤タン
クの内圧上昇時、気層部のガスを燃焼させ
て岩盤タンク内圧を下げる為の燃焼炉）及
【串木野基地】燃焼炉等定期整備工事（平 び不燃性ガス供給設備（岩盤タンクの内圧
H27.6.22
成27年度）
低下時、重油を燃焼させ不活性ガスを発生
させ岩盤タンクへ送気する燃焼炉）の機器
の性能維持と運転維持及び信頼性向上を
目的に定期整備工事

104 H27.5.19

自家発電用ディーゼルエンジン並びに付属
する機器の定期整備
【串木野基地】ディーゼルエンジン等定期整
H27.6.22
ヤンマーディーゼル製ディーゼルエンジン ヤンマーエネルギーシステム㈱
備工事（平成27年度）
(立形６気筒水冷４サイクル直接噴射式) １
基

朝日工業㈱

11,200 一般競争

12,800 一般競争

オーテック電子㈱製の入出坑管理システム
の機能、精度等の品質維持及び安定稼動
の為に実施する定期整備工事

オーテック電子㈱

106 H27.5.21 H27.6.23 年度)

注水孔による水封機能を健全に維持する
ため洗浄工事を実施し、同時に洗浄前後に
おける水理状況を確認する工事

三井金属資源開発㈱

16,700 一般競争

107 H27.5.27 H27.6.24 【串木野基地】植栽管理工事(平成27年度)

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

中央造園土木㈱

5,580 一般競争

東京貿易マシナリー㈱

4,700 一般競争

東京計装㈱

1,170 一般競争

【串木野基地】入出坑管理システム定期整

105 H27.5.21 H27.6.12 備工事（平成27年度）

【串木野基地】注水設備洗浄工事(平成27

108 H27.5.27

Ｃ型オイルフェンスのフロートが潰れて浮力
【串木野基地】オイルフェンス修理工事（平 が低下していることから、新規にフロートを
H27.6.19
手配しフロート交換、固定ロープの取替、
成27年度）
ファスナー損傷部の修理等を行う

109 H27.5.28 H27.6.17

【串木野基地】タンクゲージ定期整備工事
（平成27年度）

東京計装株式会社製のタンクゲージシステ
ムの機能、精度等の維持及び安定稼働の
為に行う定期整備工事

810 一般競争

110 H27.5.28

Ａ重油の購入予定数量：50KL
【串木野基地】陸上設備用Ａ重油購入(平成 特質：製品規格はＪＩＳ Ｋ２２０５の１種２号
H27.6.16
の規定に適合していること（硫黄分は1.0質
27年度)
量%以下）

㈲串木野石油

65,000円
一般競争
/KL

111 H27.5.28

Ａ重油の購入予定数量：20KL
【串木野基地】船舶用Ａ重油購入(平成27年 特質：製品規格はＪＩＳ Ｋ２２０５の１種２号
H27.6.17
の規定に適合していること（硫黄分は1.0質
度)
量%以下）

てらだ石油㈱

73,000円
一般競争
/KL

原油受払用設備海底設置部の定期点検、
機能維持の為に設備の作動点検を年２回
実施する

アジア海洋㈱

38,000 一般競争

装置設備について消防法に基づく危険物
施設の法定点検及び装置設備の機能維持
及び点検整備の為、下記の点検整備を実
施する。
ア．安全弁等定期整備
イ．泡混合器性能検査
【串木野基地】装置設備定期整備工事（平
H27.7.17
ウ．配管・機器検査
成27年度）
エ．排水処理設備タンク開放点検
オ．底水排水タンク（ＴＫ－５０２）開放点検
カ．消火設備定期整備
キ．コンクリート水槽定期清掃
ク．油水置換配管漏洩テスト
ケ．防火ダンパ等定期整備

朝日工業㈱

40,000 一般競争

114 H27.6.18 H27.7.23

電気事業法に基づく地上部受配電設備・無
【串木野基地】地上部受配電設備定期整備
停電電源装置・直流電源装置等の点検検
工事（平成27年度）
査を行う

富士電機㈱

38,000 一般競争

115 H27.6.19 H27.7.14

基地内の電話設備について当社基準の点
【串木野基地】構内電話放送設備定期整備
検整備手順に基づた普通点検及び放送設
工事（平成27年度）
備の不良個所について修理を実施する

芝浦電子工業㈱

【串木野基地】受払設備定期点検工事（平

112 H27.6.15 H27.7.10 成27年度）

113 H27.6.16

産業廃棄物（荷役ホース）の保管場所から
の取出し、運搬及び廃棄処理を行う工事

㈱三純建設

28,100 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３年周期で行う受配電設備定期整
備工事の為の仮設電源工事を行う

㈱川北電工

4,300 一般競争

消防専用設備の無線通信補助設備を新周
波数に対応するものへ更新を行う

㈱川北電工

42,500 一般競争

排水処理設備の配管及び付帯設備につい
て下記の修理を行う。
①活性炭塔逆洗水ヘッダー配管、逆洗排
【串木野基地】排水処理設備等配管修理工 水ヘッダー配管の取替修理
H27.7.30
事（平成27年度）
②ヘッダー配管上部に設置されている歩廊
ステージ床板をグレーチング仕様に取替
③含油排水受槽（X-501）への流入配管の
取替修理

朝日工業㈱

19,900 一般競争

116 H27.6.24 H27.7.23 【串木野基地】荷役ホース廃棄処理工事

117 H27.6.24 H27.7.17

【串木野基地】受配電設備定期整備工事
（平成27年度）全停電用仮設電源工事

118 H27.6.25 H27.7.27 【串木野基地】無線通信補助設備更新工事

119 H27.6.25

466 一般競争
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【串木野国家石油備蓄基地】

120 H27.7.8

電気事業法第４２条に基づいた保安規程に
定めた各機器の点検検査等を行い、電気
【串木野基地】受配電設備定期整備工事
設備の機能を維持する。また、更新時期を
H27.8.6 （平成27年度）地下部受配電設備定期整備
見極めるための、劣化診断、余寿命診断を
工事
行う。信頼性の向上を目的として、停電に
合わせ劣化部品補修も実施する

東芝電機サービス㈱

12,400 一般競争

121 H27.7.30

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）が経年劣
【串木野基地】オイルフェンス巻取機塗装修
H27.8.24
化により錆が発生している為、塗装修理を
理工事
行う。また、近隣に養殖場が有る為、塗装
養生には最新の注意が必要である

㈱清水

1,740 一般競争

122 H27.8.26 H27.9.25 171/173/175）点検整備工事

串木野基地の地下部操油設備にある底水
排水ポンプの吐出配管に設置しているブラ
ダ型アキュームレータ（メーカー名：NOK株
式会社、メーカー型式：AT150-10GC30/WP16型）を取外し、メーカー推奨の整
備会社工場で整備した後、取外し品の復旧
を行う工事である

朝日工業㈱

1,470 一般競争

123 H27.9.1

H27.10.1 【串木野基地】階段・架台等修理工事

地上施設にある排ガス処理設備、不燃性
ガス供給設備及び蒸気設備・圧縮空気設
備の階段・架台等が外面腐食により劣化し
てきている為、修理を行う工事である

朝日工業㈱

1,960 一般競争

124 H27.9.2

【串木野基地】国家備蓄石油緊急放出訓練
一点係留ブイ上で係留索脱着訓練を行うた
H27.10.1 （代替訓練）一点係留ブイ足場組立・解体
めの足場組立及び解体工事を行う工事
工事（平成２７年度）

朝日工業㈱

508 一般競争

【串木野基地】サージアブソーバ（SA-

地上部排ガス処理設備エリア及び不燃性
【串木野基地】配管・機器・架台等定期塗装 ガス供給設備（一部）内の配管・機器・架台
㈱カシワバラ・コーポレーション
125 H27.10.15 H27.11.10
等の防食塗装の劣化箇所（発錆部）につい
修理工事
て塗装修理を行う

6,500 一般競争

フリーアクセス設置工事（総合管理事務所
２階執務室約210㎡）
【串木野基地】総合管理事務所２階執務室 ア．既存什器備品の搬出・搬入作業
126 H27.10.22 H27.11.20
OAフロア設置工事
イ．フロア材搬入・据付・調整
ウ．執務室扉調整
エ．電気・信号線解線及び敷設、接続

3,600 一般競争

127 H27.11.9

（合）のもと文具店

串木野基地から海上の受払施設（PLEM）
迄敷設されている原油海底配管の土被り
【串木野基地】海底配管深浅測量工事（平
深さの調査を実施し、過去の調査資料との 新和技術コンサルタント㈱
H27.12.9
成27年度）
比較検討を行い土被り深さの変化比較を
行う

128 H27.11.30 H27.12.25

【串木野基地】水位観測孔W-16水位計修
繕工事

【串木野基地】ハイモロック（SS-100）購入
129 H27.12.15 H28.1.14 （平成27年度）

水位計を調整するため一旦地下水位観測
孔から引き揚げ、調整後再設置する。孔内
にパッカーや間隙水圧計が設置され、なお
かつ斜孔であることから、設置時にはパッ
カー、間隙水圧計、水位計を一体化して挿
入している。そのため水位計の調整のため
に孔内のすべての装置を撤去し、再設置す
る工事
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
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㈱コタベ

1,200 一般競争

4,800 一般競争

351 一般競争

