
                一般競争入札（平成22年度）

平成２２年３月～平成２２年１２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 H22.2.24 H22.3.18
平成22～24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

㈱トスネット
1,660千円

/月額
一般競争

2 H22.2.24 H22.3.18
平成22～24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㈱
1,125千円

/月額
一般競争

3 H22.2.24 H22.3.18
平成22～24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

㈱ガードシステム鹿児島
1,210千円

/月額
一般競争

4 H22.2.24 H22.3.18
久慈国家石油備蓄基地 清掃業務(平成22
年度)

久慈基地の総合管理事務所等の清掃業務 ㈱つしま 5,000 一般競争

5 H22.2.24 H22.3.18
菊間国家石油備蓄基地 清掃業務(平成22
年度)

菊間基地の総合管理事務所等の清掃業務 ㈱ダイセイ 4,240 一般競争

6 H22.2.24 H22.3.18
串木野国家石油備蓄基地 清掃業務(平成
22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 6,012 一般競争

7 H22.2.24 H22.3.18
久慈国家石油備蓄基地 バス運行業務(平
成22年度)

久慈基地の弊社社員の通勤等輸送業務 ㈱三河交通観光 3,514 一般競争

8 H22.2.24 H22.3.25
平成22年度 久慈国家石油備蓄基地 Ａ重
油購入(陸上設備用)

Ａ重油の購入予定数量：966KL
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
58,000円

/KL
一般競争

9 H22.3.5 H22.4.5
平成22年度 久慈国家石油備蓄基地 次亜
塩素酸ソーダ購入

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

㈱つしま
41.00円

/Kg
一般競争

10 H22.3.5 H22.4.5
平成22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：
132,100Kg
特質：濃度は10%以上

㈱つしま
47.00円

/Kg
一般競争

11 H22.3.19 H22.4.22
平成22年度 串木野国家石油備蓄基地 次
亜塩素酸ソーダ購入

次亜塩素酸ソーダの購入予定数量：
54,600Kg
特質：有効塩素は12%以上

㈱ケミテック
50.00円

/Kg
一般競争

12 H22.3.19 H22.4.22
平成22年度 串木野国家石油備蓄基地 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：
42,000Kg
特質：濃度は10%以上

富山薬品工業㈱
47.00円

/Kg
一般競争

13 H22.4.2 H22.4.28
平成22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：55KL
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
63,500円

/KL
一般競争

14 H22.4.15 H22.5.27
串木野国家石油備蓄基地 植栽維持工事
(平成22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 ㈲坂口造園 8,000 一般競争

15 H22.4.26 H22.5.25
久慈国家石油備蓄基地 植栽管理工事(平
成22年度)

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 ㈱米内造園 11,000 一般競争

16 H22.5.18 H22.6.15
菊間国家石油備蓄基地 植栽管理工事(平
成22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 9,500 一般競争

17 H22.5.25 H22.6.21
平成22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㈱
60,400円

/KL
一般競争

18 H22.6.11 H22.7.13
久慈国家石油備蓄基地 事務所等空調・ボ
イラー設備定期点検工事(平成22年度)

・久慈基地管理事務所内（事務所、計器
室、機械室、電気室）の空調設備の定期点
検整備
・福利厚生施設の空調設備・ボイラー設備
の定期点検整備、並びに防消火設備の法
定点検

㈱細谷地 3,980 一般競争

19 H22.6.24 H22.7.20 串木野国家石油備蓄基地 泡消火薬剤取替
品名：水成膜泡消火薬剤
数量：消防車 1,800L、油回収船　3,800L
仕様：PFOSを含有しない水成膜泡3%型

日本ドライケミカル㈱ 3,799 一般競争

20 H22.7.13 H22.8.24 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：11.1KL（泡原液タンク）
仕様：たん白3%型 泡第51～3号と同等品

ヤマトプロテック㈱ 4,900 一般競争

21 H22.8.3 H22.9.9
久慈国家石油備蓄基地 空気圧縮機定期整
備工事(平成22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

出光エンジニアリング㈱ 7,800 一般競争

22 H22.8.3 H22.9.9
菊間国家石油備蓄基地 空気圧縮機定期整
備工事(平成22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㈱ 6,750 一般競争

23 H22.10.5 H22.11.19
久慈国家石油備蓄基地 海底配管深浅測量
工事(平成22年度)

海底配管周辺の深浅測量 五洋建設㈱ 2,300 一般競争
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24 H22.10.21 H22.12.20
菊間国家石油備蓄基地 排水路等定期清掃
工事(平成22年度)

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 3,650 一般競争
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