
                一般競争入札（平成21年度）

平成２１年３月～平成２１年１１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 H21.2.20 H21.3.16
平成21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
1,890千円

/月額
一般競争

2 H21.2.19 H21.3.16
平成21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

愛媛県警備保障㈱
1,534千円

/月額
一般競争

3 H21.2.20 H21.3.16
平成21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
1,399千円

/月額
一般競争

4 H21.2.18 H21.3.19
久慈国家石油備蓄基地 清掃業務(平成21
年度)

久慈基地の総合管理事務所等の清掃業務 ㈱つしま 5,388 一般競争

5 H21.2.17 H21.3.19
菊間国家石油備蓄基地 清掃業務(平成21
年度)

菊間基地の総合管理事務所等の清掃業務 ㈱ダイセイ 4,750 一般競争

6 H21.2.18 H21.3.19
串木野国家石油備蓄基地 清掃業務(平成
21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 5,952 一般競争

7 H21.2.26 H21.3.18
久慈国家石油備蓄基地 給食･管理業務(平
成21年度)

久慈基地における、総合管理事務所及び
門前住宅の給食業務、門前住宅及び体育
館の管理業務

㈲第一ライフトラスト 22,680 一般競争

8 H21.2.16 H21.3.5
菊間国家石油備蓄基地 給食･管理業務(平
成21年度)

菊間基地における、総合管理事務所及び
長坂住宅・寮の給食業務、寮及び長坂住宅
の管理業務

大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ㈱ 8,388 一般競争

9 H21.2.16 H21.3.5
串木野国家石油備蓄基地 給食･管理業務
(平成21年度)

串木野基地における、総合管理事務所及
び西塩田住宅・寮の給食業務、寮及び研修
所の管理業務

西洋ﾌｰﾄﾞ・ｺﾝﾊﾟｽｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱ 17,160 一般競争

10 H21.2.17 H21.3.13
串木野国家石油備蓄基地 ちかび展示館管
理業務(平成21年度)

串木野基地の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 7,148 一般競争

11 H21.3.5 H21.3.27
久慈国家石油備蓄基地 バス運行業務(平
成21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 3,940 一般競争

12 H21.3.2 H21.3.27
平成21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
47,000円

/KL
一般競争

13 H21.7.2 H21.7.28
平成21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）

東石㈱
51,000円

/KL
一般競争

14 H21.4.8 H21.4.30
平成21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：138KL
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）

増田石油㈱
46,500円

/KL
一般競争

15 H21.4.8 H21.4.30
平成21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：87.8KL
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）

てらだ石油㈱
55,000円

/KL
一般競争

16 H21.4.28 H21.5.28
久慈国家石油備蓄基地 植栽管理工事(平
成21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 ㈱小山組 12,580 一般競争

17 H21.5.29 H21.6.23
菊間国家石油備蓄基地 植栽管理工事(平
成21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

愛媛緑地㈱ 10,000 一般競争

18 H21.4.28 H21.5.28
串木野国家石油備蓄基地 植栽維持工事
(平成21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 新谷緑化㈱ 8,000 一般競争

19 H21.4.15 H21.5.14
平成21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

㈱西村ケミテック
48.00円

/Kg
一般競争

20 H21.4.15 H21.5.14
平成21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：
44,850Kg
特質：濃度は10%以上

富山薬品工業㈱
47.00円

/Kg
一般競争

21 H21.4.15 H21.5.14
平成21年度 串木野国家石油備蓄基地 ハ
イモロックＳＳ－１００購入

ハイモロックＳＳ－１００の購入予定数量：
730Kg
特質：粉末の袋詰（10kg/袋）

㈱コタベ
1,170円

/Kg
一般競争

22 H21.8.4 H21.9.24
久慈国家石油備蓄基地 空気圧縮機定期整
備工事(平成21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㈱ 7,500 一般競争

23 H21.8.21 H21.9.24
菊間国家石油備蓄基地 空気圧縮機定期整
備工事(平成21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㈱ 6,850 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

24 H21.9.11 H21.10.23 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：5.7KL（泡原液タンク）
仕様：たん白3%型 泡第51～3号と同等品

宮田工業㈱ 2,792 一般競争

25 H21.10.28 H21.11.26 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：17.49KL（地上・地下配管13.29KL、油
回収船「おやしお」4.2KL）
仕様：たん白3%型 泡第52～2号超耐寒３％
型と同等品

ヤマトプロテック㈱ 12,500 一般競争
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