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秋田国家石油備蓄基地操業に係る業務委託仕様書 

 

第１章 総則 

１．１ 適用 

国家石油備蓄基地操業に係る業務委託契約約款（以下「契約約款」という。）第１

条の規定に従い、本業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）は、独立行政法人

石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「委託者」という。）が、△△株式会社

（以下｢受託者｣という。）に委託する秋田国家石油備蓄基地の操業に係る業務（以

下「委託業務」という。）に適用する。 

  

１．２ 業務名称 

    秋田国家石油備蓄基地の操業に係る業務 

 

１．３ 業務期間 

    自  平成３０年４月 １日 

    至  平成３５年３月３１日 

 

１．４ 実施場所 

    委託業務の主たる実施場所（以下「実施場所」という。）は、次のとおりとする。 

     名 称  秋田国家石油備蓄基地 

     所在地  秋田県男鹿市船川港船川字芦沢２１９番 

 

１．５ 用語の定義 

    仕様書において使用する用語は、契約約款において使用する用語の定義によるほか、

次の定義に定めるところによる。 

 １．「検査職員」とは、契約約款第１６条の規定に基づき、検査を行う者をいう。 

 ２．「受注者等」とは、委託者が直接発注する工事又は業務の受注者等をいう。 

 ３．「契約図書」とは、契約約款、仕様書、実施計画書、企画書をいう。 

 ４．「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行若しくは変更に関して、相手方に

書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。ただし、委託者の指定する事項

については、文書管理システムへの登録をもって「請求」とみなす。 

 ５．「通知」とは、委託者が受託者に対し、又は受託者が委託者に対し、委託業務に関

する事項について、書面をもって知らせることをいう。ただし、委託者の指定する事

項については、文書管理システムへの登録をもって「通知」とみなす。 

 ６．「報告」とは、受託者が委託者に対し、委託業務の実施に係る事項について、書面

をもって知らせることをいう。ただし、委託者の指定する事項については、文書管理

システムへの登録をもって「報告」とみなす。 

７．「申出」とは、受託者が契約内容の履行又は変更に関して、委託者に対し書面をもっ
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て同意を求めることをいう。ただし、委託者の指定する事項については、文書管理シ

ステムへの登録をもって「申出」とみなす。 

 ８．「提出」とは、受託者が委託者に対し、委託業務に係る書面又はその他の資料を説

明し、差し出すことをいう。ただし、委託者の指定する事項については、文書管理シス

テムへの登録をもって「提出」とみなす。 

 ９．「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいう。 

 10．「業務対象物等」とは、委託業務を実施する上で必要な原油、備蓄施設等を総称し

ていう。 

 11．「備蓄施設」とは、石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和５０年法律第９６号）

第２９条に規定する国家備蓄施設をいう。  

12.「物品」とは、委託者の所有する動産及び委託者が供用のために保管する動産のうち、

現金、預金及び有価証券以外のものをいう。 

 13．「入出荷作業等」とは、緊急放出及び緊急放出訓練以外に行う平時の原油受入、払

出等（原油の積み増し、油種入替等を含む。）の作業をいう。 

 14．「日常点検」とは、日常及び定期的な周期で行う点検を総称していう。 

 15．「安全防災」とは、業務対象物等の安全確保及び環境の保全を行うとともに災害の

未然防止、災害が発生した場合の被害の拡大防止を図ること並びに基地及び基地周辺

の警備、基地への入構者の監視、管理をいう。 

 16．「天災地変」とは、地震、落雷、暴風雨、暴風雪、津波、台風等の異常な自然現象

をいう。 

 17．「災害」とは、天災地変又は火災、爆発、若しくは石油の漏洩、流出等により人の生

命若しくは身体、財産又は環境に生ずる被害をいう。 

 18.「取次ぎ」とは、受託者の名で物品の購入及び工事発注等を行うが計算（損益）は委

託者に帰する取引行為をいう。 

 19.「取次対象業務」とは、取次ぎ対象となる工事及び物品購入等の業務をいう。 

 20.「請負者等」とは、受託者が委託業務の実施に当たって、取次対象業務を第三者に行

わせる場合の当該第三者をいう。 

 21.「協力者」とは、受託者が委託業務の実施に当たって、その業務（取次対象業務を除

く。）の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の当該第三者をいう。 

 

１．６ 業務区分 

    委託業務を実施する上での委託者と受託者の主たる関連法令における業務区分は、

実施状況資料集に示す「業務区分」に定めるものとする。 

 

１．７ 実施計画書の軽微な変更 

    契約約款第１０条第２項の規定による手続きは、年度業務委託料の変更を要さない

次に示すいずれかに該当する場合とする。受託者は、速やかに「実施計画書の変更

について（様式(仕)第１）」を委託者に提出し、承諾を得るものとする。 

なお、これらに該当しない計画工事等の仕様変更、計画外小補修工事の変更等につ

いては、別途委託者が定める｢受託者の契約締結に関する指針｣によるものとする。 
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 １．工事等の新規追加 

 ２．工事等の取りやめ 

 ３．人員計画の増員 

     

 

以下余白 
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第２章 業務の実施 

２．１ 業務実施の方針 

 １．委託業務は、大量の原油を安全で安定的に貯蔵するほか、経済産業大臣の緊急放出指

示を受けて迅速に原油払出を開始し、定められた数量を定められた時期までに完了する

等の業務を求めるもので、受託者はこれらの業務を安全に効率よく履行する経営能力、

専門知識、技術、創意工夫及び従業員の確保と訓練等が求められることから、優れた性

能品質基準を得て、これらの目的に叶う操業を実現するものとする。 

 ２．受託者は、委託業務に必要な法定資格者及び必要な要員等を確保し、緊急放出体制を

整備した上で十分な教育指導を行い、委託業務を実施すること。 

 ３．受託者は、委託業務に必要な技術・技能等の習得、活用、蓄積、改善、向上を積極的

に行うこと。 

 ４．受託者は、委託業務の実施上必要な地元との連絡調整等を行い、良好な関係が維持で

きるよう努めるとともに、委託者が行う対外調整等の支援を行うこと。 

 ５．受託者は、委託業務に係る経費の節減に努めるものとする。 

 ６．受託者は、委託業務を実施する上で必要な管理帳簿・記録等については、適正な基準

に従い管理すること。 

 ７．受託者は、業務対象物等の取扱いについては、安全を確保した上で、経済性及び効率

性を追求し、適正に維持するよう努めるとともに、異常発生若しくは異常を予知でき

るよう、平時から適切な対応を図ること。 

 

２．２ 業務実施に当たり達成すべき質及び最低限満たすべき水準 

下記に掲げる事項の他、「参照実施計画書」の「７．性能品質基準及び参照業務要

領」に記載する内容のとおりとする。 

 

事 項 件 数 備 考 

火災事故 
（爆発を含む） 

０件 

受託者の故意又は重過失により発生した「危険物施設

における火災・流出事故に係る深刻度評価指標につい

て（平成２８年１１月２日消防危第２０３号）１

（１）火災事故（爆発事故を含む））に記載される深

刻度評価指標」に定める事故。 

流出事故 ０件 

受託者の故意又は重過失により発生した「危険物施設

における火災・流出事故に係る深刻度評価指標につい

て（平成２８年１１月２日消防危第２０３号）１

（２）流出事故に係る深刻度評価指標」に定める事

故。 
緊急放出の遅延 ０件 経済産業大臣の指示による期日以内。 

 

上記の質を確保するため、受託者は、業務の実施に当たっては、本仕様書に示す仕様、

実施状況資料集に示す「機構が定める規程、要領等」及び「協定書・覚書等」に基づき

行うこととし、受託者は、契約約款第１条（総則）の規定に基づき、委託業務を遂行す
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るために必要な規程・基準等を定めるものとする。 

 なお、本水準は機構が要求する最低限の水準であり、当該水準を上回る水準を確保で

きる場合には、そのような実施を妨げるものではない。 

 

２．３ 適用規程・基準等 

 １．受託者は、委託業務の実施に当たっては、実施状況資料集に示す「委託者が定める規

程、要領等」及び「協定書・覚書等」に基づき行うこと。 

２．受託者は、契約約款第１条の規定に基づき、受託者は委託業務を遂行するために必要

な規程・基準等を定めるものとする。 

 

２．４ 委託者と受託者間の各種手続き等 

    契約約款第８条の規定に基づき、委託業務の実施場所での書面、書類の受理及び受

託者の指示、承諾等については、別途委託者が定める各種手続き等に基づき実施す

るものとする。 

 

２．５ 提出書類 

 １．受託者は、別途委託者が定める各種手続き等に基づき書類を委託者に提出し必要に応

じて承諾を得るものとする。 

 ２．委託業務の実施に関連する受託者の規程・基準等のうち、現場監督職員が必要と判断

する受託者の規程・基準等。 

 ３．その他委託業務に必要となるもので、委託者が指示するもの。 

 ４．第１項から第３項の書類は、文書管理システムへの登録をもって提出するものとする。 

 

２．６ 業務対象物等 

    業務対象物等は、主に原油、備蓄施設（付帯設備を含む。）及び貸与品等とし、詳

細は実施状況資料集に示す「原油リスト」、「国家備蓄施設の管理台帳（施設管理台

帳）」、「物品管理台帳」及び「たな卸資産管理台帳」による。 

 １．原油 

 ２．備蓄施設 

  (1) 土地 一式 

基地 秋田県男鹿市船川港船川字芦沢２１９番 

住宅 秋田県男鹿市船川港船川字泉台３番地２６ 

   (2) 受払施設 一式 

    海上固定係留設備、ローディングアーム、原油受払配管（海底）、占有水域、外郭施

設（航路、泊地、防波堤）等 

  (3) 貯油施設 一式 

    地中式原油タンク、地上式原油タンク 

(4) 操油施設 一式 

原油払出しポンプ、底引きポンプ（油中）、雨水排水ポンプ、原油受払配管（陸上）

等 
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(5) 用役施設 一式 

    ボイラー、軟水装置、窒素発生設備、燃料設備（タンク、ポンプ）、工業用水供給設

備、飲料水設備、圧縮空気設備、冷却水設備等 

  (6) 電気施設 一式 

    受変電設備、自家発電設備（風力発電）、非常用発電設備（ディーゼル）等   

   (7) 監視制御設備 一式     

   (8) 公害防止施設 一式 

    排水処理設備、排水タンク等 

  (9) 安全防災施設 一式 

    消火用水貯水槽、海域施設消火設備、貯蔵施設消火設備（消火ポンプ、屋外給水栓

等）、侵入警戒設備、監視テレビ設備、消防船、オイルフェンス展張船、油回収船、 

指揮船等 

  (10) その他基地関連施設 一式 

    住宅、管理棟、備蓄資料館等 

 ３．貸与品等 

  (1) 物品 一式 

    消防自動車等の防災資機材及び工具等 

  (2) たな卸資産 一式 

    燃料油、油処理剤、薬品、泡消火薬剤等 

  (3) 委託者の知的所有物のうち、受託者に対し使用を認めるもの 

 

２．７ 業務対象物等に対する留意事項 

    受託者は、事故・災害等により業務対象物等が毀損し又は滅失した場合は、直ちに

応急的に必要な復旧措置を講ずるとともに、次に掲げる事項を委託者に報告し、そ

の指示に従うものとする。 

  (1) 当該業務対象物等の区分、名称及び数量 

  (2) 被害の程度 

  (3) 毀損又は滅失の原因 

  (4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧費見込額 

  (5) 当該業務対象物等の保全又は復旧のために取った応急措置 

    報告に当たっては、別途委託者が定める「事故・災害等報告書」及び「財産被害等

報告書」を用いるものとする。 

 

２．８ 貸与品等の取扱い 

  契約約款第２３条の規定に基づき、受託者に貸与又は支給する貸与品等に関する事

項は、次のとおりとする。 

 １．貸与品等の品名、数量等については、実施状況資料集に示す「物品管理台帳」及び

「たな卸資産管理台帳」に定める。 

 ２．受託者は、貸与品等の在庫を適切に保つこと。 
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 ３．受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取り扱うものとする。 

 ４．受託者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、直ちに委託者に返却するものとする。 

 

２．９ 安全確保、災害等の防止 

１．受託者は、委託業務の実施に当たっては、関係諸法規及び契約図書を遵守し、常に十

分な準備と慎重な作業によって安全を確保するものとする。また、火気及び危険物の取

扱いについては万全の注意を払い、火災・爆発、海洋汚染等災害の発生を防止するため

に必要な業務を行うものとする。 

 ２．受託者は、委託業務の実施中に、事故、災害等が発生した場合は、直ちに応急措置を

施した上で、被害の拡大を防止するために必要な業務を行うとともに、事故・災害等の

状況を所定の様式に基づき委託者に報告するものとする。 

 

２．10 環境保全及び地球環境対策の推進 

    受託者は、委託業務の実施に当たっては、環境保全及び国の推進する地球環境対策

に配慮し、必要な業務を推進するものとする。 

 

２．11 保険の付保 

    委託者が付保する保険は、次のとおりとする。 

 １．動産総合保険 

 ２．火災保険 

 ３．総合賠償責任保険 

 ４．ヨット・モーターボート保険 

 ５．海上保険  

 ６．自動車保険 

 

２．12 再委託 

 １．受託者は、委託業務のすべてを受託業者以外の者に委託（以下、「再委託」とい

う。）してはならない。ただし、あらかじめ「再委託計画契約書」を機構に提出し、機

構の承諾を得た場合は業務の一部を受託者以外の者に再委託することができる。 

 ２．再委託先の行為について、受託者は責任を負わねばならない。ただし、再委託先の責

任は、受託者の責任と同等とみなす。 

 

２．13 契約の実施 

 １．契約準備から契約締結の業務 

取次対象業務及び再委託業務については、委託者が別途定める受託者の契約締結に

関する指針及び受託者の定める社内規程等の定めるところにより以下の業務を行うこと。 

  (1) 仕様書の作成 

  (2) 積算書の作成 

  (3) 予定価格書の作成 

  (4) 工事等契約書（請書含む。）の締結 
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２．契約の方法 

委託者が別途定める受託者の契約締結に関する指針及び受託者の契約規定等により実

施するが、基本方針は以下のとおり。 

(1) 原則、一般競争入札若しくは一般競争入札と同等以上の競争性を有する契約方法

とする。 

(2) 指名競争入札の場合は、業者選定理由を明確にして委託者の承諾を得ること。 

(3) 随意契約による場合は、その理由を明確にして委託者の承諾を得ること。 

３．検収検査の実施 

完了届等を受領した場合は、原則として委託者・受託者同時に検収検査を実施する

こととし、その日程については、委託者（検査職員）と協議すること。 

 

以下余白 
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第３章 委託業務の内容 

    契約約款第６条第１項に定める委託業務の詳細内容は、次のとおりとする。 

３．１ 運転業務 

 １．業務内容 

   委託者が受託者に対して委託する主な運転業務は、以下のとおりとする。 

  (1) 運転業務計画の策定 

   ア．運転業務の実施計画を策定すること。 

   イ．教育訓練の実施計画を策定すること。 

  (2) 運転業務の実施 

   ア．原油通関業務 

   イ．保税地域の管理業務 

   ウ．原油の受入・払出・移送に関する業務 

    (ｱ) 原油の受入・払出業務 

     ａ．入出荷作業等 

       入出荷作業等（油種入替を含む。）については、別途指示する。 

     ｂ．緊急時放出訓練 

荷役実技訓練（荷役実技代替訓練を含む。）については、別途指示する。 

    (ｲ) 原油の緊急時における放出及び放出に伴う受入業務 

ａ．受託者は、緊急時における放出及び放出に伴う受入業務に影響する工事・点

検予定等の基地状況の把握等、緊急時における放出体制の整備を適切に実施す

ること。 

ｂ．原油の緊急時における放出及び放出に伴う受入については、別途指示する。

なお、緊急時における放出の際には、実施状況資料集に示す「国家備蓄石油放

出対応マニュアル」に基づき実施すること。 

    (ｳ) 原油の移送業務 

      原油タンク開放点検並びに安全対策及び混油管理等を目的とした移送業務を適

切に実施すること。 

   エ．原油の品質管理に関する業務 

    (ｱ) 原油の混油管理業務 

      原則として、実施状況資料集に示す「国家備蓄石油の混油管理指針」に基づき、

原油の混油管理を適切に実施すること。 

    (ｲ) 原油の攪拌・循環業務 

      原油の品質の均一化等の目標を定めて行うこと。 

    (ｳ) 品質分析対応業務 

      実施状況資料集に示す「国家備蓄石油の検量及び品質分析の実施方法」に基づ

き、委託者が別途検定機関（API、JIS 等の規格に則った検定検査等を実施でき

るもの）等に委託して行う原油の品質分析に関し、善管注意義務者として適切

に対応すること。 

     ａ．定期検査 

       ・実施月は、１１月から２月の間とする。 
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       ・対象貯油施設及び見本採取本数等は、別途指示する。 

     ｂ．定期検査以外の検査 

       ・実施月、対象貯油施設及び検査内容等は、委託者が検定機関等に別途指示

する。 

   オ．原油の在庫管理に関する業務 

    (ｱ) 原油の在庫数量等の管理 

     ａ．原油の液位、数量、油温、密度、油種等を定期的に管理すること。 

     ｂ．定期検査の検量結果若しくは原油移動後の最新データに基づき、在庫数量を

確定すること。 

    (ｲ) 貯油施設の水切り作業 

      貯油施設水切り作業を定期的に実施すること。 

    (ｳ) 液面計の税関認定業務 

      税関認定業務を善管注意義務者として適切に実施すること。 

   カ．業務対象物等の運転に関する業務 

     業務対象物等の監視・測定・制御・調整・点検等の運転を法令に従い定期的に適

切に実施すること。 

    (ｱ) 受払施設 

    (ｲ) 貯油施設 

    (ｳ) 操油施設 

    (ｴ) 用役施設 

    (ｵ) 電気施設 

    (ｶ) 監視制御設備 

    (ｷ) 環境保全施設 

    (ｸ) 安全防災施設 

    (ｹ) 船舶施設 

   キ．教育訓練の実施に関する業務 

     教育訓練実施計画に基づき、運転技術の向上に関する以下の教育訓練を都度目標

を定めて実施すること。 

    (ｱ) 運転技術の向上に関する教育 

    (ｲ) 運転技術の向上に関する訓練 

   ク．その他付帯業務 

     その他運転に関する付帯業務を善管注意義務者として適切に実施すること。 

 ２．作成書類 

受託者は、運転業務の状況把握に必要な書類を作成すること。 

  (1) 前１．業務内容に関し、必要な記録を作成すること。 

  (2) その他 

受託者は委託者が指示する書類を作成すること。 

 ３．提出書類 

受託者は、運転業務を実施する上で必要な書類を委託者へ提出すること。 

  (1) 運転業務の計画関連書類 
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   ア．運転業務実施計画 

   イ．教育・訓練実施計画 

  (2) 運転業務の実施関連書類 

   ア．原油の受入・払出・移送業務 

    (ｱ) 原油の受入・払出業務 

      緊急時放出訓練（委託者より別途指示があった場合に提出する。） 

      (a) 緊急時放出訓練予定経費項目別一覧表 

      (b) 緊急時放出訓練実施要領 

      (c) 緊急時放出訓練実施結果報告書 

      (d) 緊急時放出訓練経費実績項目別一覧表 

    (ｲ) 原油の緊急時における放出及び放出に伴う受入業務 

      国家備蓄石油放出可否報告書 

    (ｳ) 原油の移送業務 

      (a) 原油シフト計画書 

      (b) 原油シフト完了報告書 

   イ．原油の在庫管理に関する業務 

    (ｱ) 原油の在庫数量等の管理 

      (a) 貯蔵原油の保税台帳 

      (b) 月末在庫報告 

    (ｲ) 貯油施設の水切り作業等 

      水切り作業等の報告等の書類 

  (3) その他 

受託者は委託者が指示する書類を提出すること。 

 ４．留意事項 

(1) 原油についての受託者の責任始期は、当該原油積載船のマニホールドフランジと、

ローディングアーム又はホース先端フランジの接続点を原油が通過したときとし、

終期はローディングアーム又はホース先端フランジと、原油積載船のマニホールド

フランジの接続点を原油が通過したときとする。 

  (2) 委託者は、備蓄施設への原油の受入、払出の必要が生じたときは、あらかじめ受

託者に対して書面により必要な事項を指示するものとする。 

  (3) 原油の受入・払出数量は税関認定数量とする。ただし、線払いが生じる場合は、

委託者が委託する検定機関の検定数量とする。 

 

３．２ 施設管理業務 

１．業務の履行 

   受託者は、備蓄施設等運転中での不測の事故を防止し、長期運転の確保と安全を維持

するために、次の各号に掲げる項目を適切に管理し、業務を実施するものとする。 

  (1) 備蓄施設等の定期的な点検・検査及び整備工事等の中長期計画（予算を含む）の

立案 

  (2) 中長期計画に基づく適正な業務・工事等の発注計画の立案 
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  (3) 発注工事等の請負者等に対する指導・監督 

  (4) 点検・検査結果及び現状把握に基づく修理・整備等の計画的実施 

  (5) 備蓄施設等の保全実績の記録整備及び保管 

  (6) 工事等の検収 

 ２．業務内容 

   主な施設管理業務は、以下のとおりとする。 

  (1) 設備台帳等の整備 

受託者は、機器名、設計条件・仕様等を含む設備台帳（機器リスト）を作成し、そ

の内容が最新となるように維持管理すること。 

また、設備の改良・更新及び廃棄等による変更があった場合は、備蓄施設等の完成

図書を、その内容を反映し、常に最新版に維持管理すること。 

  (2) 保全計画の策定 

受託者は、備蓄施設等の保全を計画的かつ効率的に実施し、長期耐用性の確保、ラ

イフサイクルコストの低減等を図るため、保全計画を策定するものとする。保全計

画は、施設ごとに計画する次の２種類の計画をいう。 

 ・中長期保全計画 

 ・年度保全計画 

   ア．中長期保全計画の作成 

(ｱ) 中長期保全計画の内容 

受託者は、中長期的視野に立った予防保全計画の実施、備蓄施設等の長寿命化

の促進及び効率的な予算執行と中長期的保全予算の推計に利用するため、備蓄施

設等への法的要求、保全履歴及び保全基準等に基づき、中長期的に保全の実施内

容、予定年度、概算額を、部分ごとに設定し、全体の中長期保全計画を作成する。 

なお、当該計画の作成が困難な場合、当分の間、施設区分、構造及び設置年月

などの基本情報に応じて、簡易的な中長期保全計画を作成し、これに替えること

ができるものとする。 

    (ｲ) 中長期保全計画の見直し 

中長期保全計画は、毎年度見直しを行うほか、大規模な修繕が行われた後その

他必要があるときは見直しを行う。 

   イ．年度保全計画の作成 

    (ｱ) 年度保全計画の内容 

当年度の点検、保守、清掃等及び中長期保全計画に基づき備蓄施設等の状況に

応じた修繕について、実施内容、実施時期、概算額等を記載した具体的な計画を

作成する。 

(ｲ) 年度保全計画の見直し 

機器ごとに実施した点検・保守及び修繕の結果を評価し、改善すべき内容を次

年度以降の年度保全計画に反映させる。 

また、中長期保全計画の見直しを行ったときは、これに応じて年度保全計画に

ついても必要な見直しを行う。 
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  (3) 保全の実施、品質確保及び監理 

受託者は、年度保全計画に基づき、自ら又は請負者等をして備蓄施設等の保全を実

施し、請負者等をして保全する場合は、次の業務を実施すること。 

ア．請負工事の契約の履行に必要な資料作成 

イ．請負工事の施工情況の照合及び確認（工事監理、品質監理、及び安全監理） 

ウ．工事検査・検収 

  (4) 保全履歴の記録 

計画的かつ効率的な保全を実施するため、実施した点検・保守及び修繕の履歴、事

故・故障及びその措置の履歴を機器ごとに整理・管理すること。 

  (5) 異常時の措置 

受託者は、設備の不具合発生等の異常が認められた場合、速やかにその事象、異常

内容等について委託者に報告し、委託者とともに原因の究明を行い、その結果に基

づき、異常の再発と類似した異常の防止のため適切な措置を講じるものとする。 

  (6) その他付帯業務 

   ア．保全資材の在庫管理に関する業務 

   イ．教育訓練の実施に関する業務 

   ウ．その他施設管理に関する業務 

  (7) 契約期間終了前の備蓄施設等の確認 

受託者は、契約期間終了前の段階において、備蓄施設等のその時点の機能を示す施

設機能報告書を提出し、委託者による内容確認を受けるものとする。委託者への提

出期限は、次期（平成３５～３９年度）契約締結時期を目処とする。施設機能報告

書は、施設の図面、各設備の劣化状況、補修履歴等、施設機能及び稼動状況を含む

ものとする。 

委託者が、確認において、施設機能が劣化（経年劣化を除く。）していると判断し

た場合は、受託者は、必要な補修を行わなければならない。 

 ３．作成書類 

受託者は、施設管理業務の状況把握に必要な書類を作成すること。 

  (1) 保全計画関係 

   ア．実施計画書の一部 

    (ｱ) 工事件名一覧表 

    (ｲ) 年度工程表 

    (ｳ) 仕様書（確定分） 

   イ．次年度実施計画書（平成３１年度～平成３５年度分） 

  (2) 保全予算・実績関係 

   ア. 契約金額内訳書 

   イ．積算書（確定分）  

   ウ. 積算内訳書（確定分） 

  (3) 請負契約の実施に関するもの 

   ア．業者選定願書又は随意契約理由書 

   イ．工事契約書等（変更含む。） 
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    (ｱ) 請負契約書 

(ｲ) 工事仕様書 

     (ｳ) 積算書 

(ｴ) 工程表 

(ｵ) 現場代理人届（主任技術者、監理技術者、専門技術者等含む）（工事）又は

管理技術者届（業務） 

    (ｶ) 請負代金内訳書 

    (ｷ) 下請け業者選定理由書 

   ウ．追加変更承諾願 

  (4) 保全業務実施に関するもの 

   ア．執行依頼書（作業指示書） 

   イ．監督者任命書、監督員任命書 

   ウ．施工計画書 

  (5) 保全業務完了時 

   ア．業務完了届 

   イ．検査員任命書 

   ウ．検査関係書類 

    (ｱ) 検査願い 

    (ｲ) 検査調書 

    (ｳ) 検査合格通知書 

   エ．業務実施報告書 

    (ｱ) 工事施工管理報告書 

    (ｲ) 工事報告書 

    (ｳ) 各種議事録 

    (ｴ) 施工計画書 

  (6) その他 

受託者は委託者が指示する書類を作成すること。 

 ４．提出書類 

   受託者は、施設管理業務を実施する上で必要な以下の書類を委託者へ提出すること。 

  (1) 保全計画関係 

   ア．実施計画書作成時 

(ｱ) 工事件名一覧表 

(ｲ) 年度工程表 

(ｳ) 仕様書（確定分） 

  (2) 請負契約の締結に関するもの 

   ア．請負契約前 

(ｱ) 契約業務計画書・申請（変更）書又は契約業務内容確認申請書 

(ｲ) 仕様書 

(ｳ) 工程表 

(ｴ) 予算額内訳書 
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(ｵ) 業者選定理由書又は随意契約理由書 

   イ．請負契約後 

    (ｱ) 請負契約書 

    (ｲ) 施工計画書 

    (ｳ) 仕様書 

    (ｴ) 積算書 

    （ｵ）入札結果（又は見積査定結果）表 

  (3) 保全業務完了時 

ア．工事検査願 

   イ．検査関係書類 

(ｱ) 検査員任命書 

(ｲ) 検査調書 

(ｳ) 検査合格通知書 

   ウ．完了報告書 

(ｱ) 業務（工事）検査報告書 

 (ｲ) 各種議事録 

 (ｳ) 施工計画書 

(4) その他 

受託者は委託者が指示する書類を提出すること。 

 

３．３ 安全防災・環境保全業務 
    委託者が受託者に対して委託する安全防災業務の主な内容は、以下のとおりとする。 

 １．業務内容 

  (1) 安全防災・環境保全業務計画の策定 

   ア．安全防災・環境保全業務の実施計画を策定すること。 

   イ．教育訓練の実施計画を策定すること。 

  (2) 安全防災・環境保全業務の実施 

   ア．監視業務 

     安全防災・環境保全の常時監視に関する業務を適切に実施すること。 

   イ．警備業務 

    (ｱ) 構内及び基地周辺（海域含む。）の警備を適切に実施すること。 

    (ｲ) 入構者、入構車両等の監視及び管理に関する業務を適切に実施すること。 

   ウ．防災活動に関する業務 

(ｱ) 事故・災害等発生時の消防防災業務を適切に実施すること。（防災業務に関

する体制整備業務、実施場所以外の事故・災害等現場への、委託者が指示する応

援業務（石油コンビナート等災害防止法に基づく広域防災組織内の応援出動（実

績なし）や、一般財団法人海上災害防止センターからの要請による防災船の出動

（白島基地における１件（平成２７年１０月）のみ。） 

(ｲ) 広域共同防災（協議会の運営に係る支援業務を含む）に関すること。 

        (ｳ) 原油荷役時における警備防災業務を適切に実施すること。 
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    (ｴ) 委託者が受注者等へ発注する国家石油備蓄基地における海上災害対応能力維

持・強化に関する委託業務（各国家備蓄基地において策定した「流出油事故への

準備及び対応に関する地区緊急時計画」を使用しての組織演習の実施）等に基づ

く、防災活動（官民の合同訓練への参画）等に関する体制整備を適切に実施する

こと。 

   エ．環境保全及び地球環境対策に関する業務 

(ｱ) 環境保全に係る法令を遵守し、必要な業務を適切に実施すること。 

(ｲ) 地球環境対策に貢献する改善を提案し、委託者の了解に基づき必要な業務

（排水や騒音、臭気等の管理、また、ポンプの稼動や冬場の温度管理その他大

量のエネルギーを使用することからＣＯ２排出抑制）等を適切に実施すること。 

   オ．教育訓練の実施に関する業務 

(ｱ) 以下の事項を記載した教育訓練実施計画を作成し、適切に実施すること。 

ａ．安全防災の基礎知識に関する教育 

ｂ．緊急通報、非常呼集等の部分訓練 

ｃ．事故・災害等の想定に基づく総合訓練 

ｄ．危機管理に関する訓練 

ｅ．海外での専門訓練施設における火災訓練等への参加 

  (委託者より別途指示のあった場合) 

ｆ．警備業法に定める教育 

ｇ．その他安全防災上、必要と判断される教育訓練 

      (ｲ) 委託者が受注者等へ発注する国家石油備蓄基地における海上災害対応能力維

持・強化に関する委託業務等に基づき、安全防災に関する教育訓練を適切に実

施すること。 

 (3) 安全防災・環境保全に係る調査研究に関する業務 

    詳細は、実施計画書作成時において協議の上、決定する（実績なし）。 

  (4) 地震、気象・海象の観測に関する業務 

   ア．地震観測に関する業務を適切に実施すること。 

   イ．気象・海象の観測データ管理、及び予測に関する業務を適切に実施すること。 

   ウ．地震、異常気象等時の関係機関への通報、連絡に関する業務を適切に実施するこ

と。 

  (5) その他付帯業務 

      ア. 広域共同防災（大容量泡放射システム）配備事業所としての業務を適切に実施

すること。 

イ.その他安全防災・環境保全に関する付帯業務を適切に実施すること。 

 ２．作成書類 

    受託者は、安全防災業務の状況把握に必要な書類を作成すること。 

  (1) 前１．業務内容に関し、必要な記録等を作成すること。 

  (2) 事故・災害等が発生した場合は、事故・災害等報告書を作成すること。 

(3) その他 

受託者は委託者が指示する書類を作成すること。 
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 ３．提出書類 

    受託者は、安全防災業務を実施する上で必要な書類を委託者へ提出すること。 

  (1) 安全防災・環境保全業務の計画関連書類 

   ア．安全防災・環境保全業務実施計画 

   イ．教育・訓練実施計画 

  (2) 安全防災・環境保全業務の実施関連書類 

ア．事故・災害等報告書（事故・災害等が発生した場合） 

(3) 警備業務の実施関連書類 

ア．警備内容説明書 

(4) 年間活動結果報告書 

(5) その他 

受託者は委託者が指示する書類を提出すること。 

 

３．４ その他業務 

 １．業務内容 

委託者が受託者に対して委託する主なその他業務は、以下のとおりとする。 

  (1) 委託者支援業務 

    委託業務に関する要求事項に関し、下記の項目の支援業務を適切に行うこと。 

ア．中期計画の作成支援 

    (ｱ) 中期業務計画案の策定（人員計画、工事計画等） 

    (ｲ) 上記計画に必要な概算予算案の策定 

   イ．各年度事業計画の作成支援 

    (ｱ) 各年度の業務計画案の策定 

    (ｲ) 上記計画に必要な概算予算案の策定（概算要求、実行算定等） 

   ウ．次年度の委託業務に係る工事等契約業務（平成３１年度委託業務～平成３５年度

委託業務分） 

   エ．関係官庁への対応支援 

    (ｱ) 各種許認可関連書類の作成補助 

(ｲ) 官庁検査等への立会い補助 

(ｳ) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく関連業務への対 

応補助 

   オ．会計検査院の受検支援 

    (ｱ) 受検資料の作成補助 

    (ｲ) 受検時の立会い補助 

    (ｳ) 受検後の対応補助 

カ．台帳等の管理に関する業務 

    (ｱ) 原油 

     ａ．原油管理に関する計画の作成補助及び供用又は処分の補助。 

     ｂ．保税台帳の管理を適切に行うこと。 

     ｃ．業務期間内各年度の増減及び各年度末における現在量を報告すること。 
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    (ｲ) 備蓄施設 

ａ．備蓄施設の業務期間内の増減実績に関し、委託者が指示する時期に、別途

定める書式により「国家備蓄施設増減管理簿」を提出するとともに、「国有

財産管理システム」への入力によりデータ報告を行うこと。 

ｂ．備蓄施設の業務期間内の増減見込に関し、委託者が指示する時期に、別途

定める書式により「増減見込報告書基礎データ」を提出するとともに、「国

有財産管理システム」への入力によりデータ報告を行うこと。 

ｃ．備蓄施設の一部を除却する場合は、事前に「財産処分申請書」を委託者に提

出し、その承認を得ること。 

    (ｳ) 貸与品等 

ａ．実施状況資料集に示す「物品管理台帳」及び「たな卸資産管理台帳」の管

理を適切に行うこと。 

ｂ．委託者が指示する時期に、物品については業務期間内各年末及び各年度末、

たな卸資産については各年度の増減を報告すること。 

ｃ．委託者が所有する物品及び委託者が指定するたな卸資産の一部又は全部を除

却する場合は、事前に「財産処分申請書」を委託者に提出し、その承認を得る

こと。 

キ．委託者が受注者等へ発注する委託業務（各種技術調査等）への協力（情報支援 

含む。）  

     詳細は、実施計画書作成時において協議の上、決定する（タンクの塗装履歴や溶

接線検査記録の情報提供、排水、スラッジのサンプル提供の実績あり。）。 

ク．委託者が主催する業務への協力  

     詳細は、実施計画書作成時において協議の上、決定する。 

ケ．地元対応支援業務（地元自治体、住民への情報提供や基地見学受け入れ業務等） 

コ．その他支援業務  

詳細は、実施計画書作成時において協議の上、決定する。 

(2) エネルギーの使用の合理化に関する業務＊ 

ア．エネルギー使用量の把握 

イ．エネルギー管理員を選任すること。 

ウ．エネルギー管理員は以下の業務を行う。 

(ｱ) 第１種エネルギー管理指定工場等（苫小牧東部国家石油備蓄基地）又は第２

種エネルギー管理指定工場等（むつ小川原、久慈、白島、上五島国家石油備蓄

基地）におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備

の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視。 

(ｲ) エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること。 

(ｳ) エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第８７

条第３項に定める報告に係る書類の作成及びエネルギーの使用の合理化に関する

法律施行規則（昭和５４年通商産業省令第７４号）第１７条に定める報告に係る

書類の作成。 

(ｴ) エネルギー管理員は、その職務を自ら誠実に行うとともに、実施した業務の
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成果について委託者に報告すること。 

エ．その他 

(ｱ) 受託者は、エネルギー管理員のエネルギー管理士免状番号又はエネルギー管

理講習修了番号、職名及び氏名を委託者に届け出ること。 

(ｲ) 委託者は、エネルギー管理員本人が業務を実施したことを確認するとともに、

エネルギー管理員から報告を受けた業務の成果について確認し、当該報告を保存

する。 

(ｳ) 委託者は、エネルギー管理員のその職務を行う国家石油備蓄基地におけるエ

ネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重する。  

(ｴ) エネルギー管理員が選任された国家石油備蓄基地の従業員は、エネルギー管

理員がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従うこと。  

 ＊(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)の業務は、当該基地が業務期間内においてエネルギーの使用の

合理化に関する法律第７条の４に規定する「第一種エネルギー管理指定工場

等」若しくは同法第１７条に規定する「第二種エネルギー管理指定工場等」に

指定された場合に適用する。 

(3) 自家用電気工作物の保安の監督の業務 

ア.一般事項 

(ｱ) 法令・保安規程等の遵守 

自家用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、電気事業法及び関連

する法令、及び委託者が策定し経済産業大臣に届け出た電気保安規程を遵守し、

電気工作物の保安に関する業務を誠実に行うこと。 

(ｲ) 電気主任技術者の選任 

受託者は、電気主任技術者の免状の交付を受けている者で秋田国家石油備蓄基

地に常時勤務する者の中から電気主任技術者を選任し、自家用電気工作物の工事、

維持及び運用の保安の監督の業務を実施すること。電気主任技術者に選任される

者は、法令及び電気保安規程に基づく保安監督の職務を的確に遂行できる職位に

あること。 

イ.自家用電気工作物の保安の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務 

自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の業務においては、

以下の事項を遵守すること。 

(ｱ) 設置者（委託者）は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保す

るに当たり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重する。 

(ｲ) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者と

して選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。 

(ｳ) 電気主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運

用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。 

(4) その他付帯業務 

ア．支払管理業務 

     外注先への支払計画、支払事務、支払実績の取り纏め 

   イ. 備蓄資料館の管理（平日 9：30～12：00、13：00～16：00、館内清掃、消耗品取
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替え等）を適切に実施すること。 

   ウ．その他基地関連施設を維持するために必要な管理業務 

   エ．委託業務の実施上必要と判断される付帯業務（食堂の運営業務（事業所における

職員の給食（昼食等）業務）、単身者住宅管理業務（住宅居住者への給食（朝食、

夕食）業務、消耗品の取替え等）、業務車両運行業務（通退勤、来訪者送迎、基地

見学等）） 

   オ．その他委託者が指示する事項 

 ２．作成書類 

   受託者は、その他業務の状況把握に必要な書類を作成すること。 

  (1) 前１．業務内容に関し、必要な書類等を作成すること。 

  (2) その他 

受託者は委託者が指示する書類を作成すること。 

 ３．提出書類 

受託者は、その他業務を実施する上で必要な書類を委託者へ提出すること。 

  (1) 委託者支援業務関連書類 

   ア．中期業務計画案 

   イ．各年度業務計画案及び概算予算案・実行算定案 

   ウ．各種許認可関連書類 

   エ．会計検査院の受検用書類 

   オ．国家備蓄施設増減管理簿 

   カ．増減見込報告書基礎データ 

キ．取得財産管理台帳（書式は委託者が別途定める。） 

ク．たな卸資産管理台帳 

ケ．委託者が受注者等へ発注する工事及び業務の必要書類 

  (2) その他 

受託者は委託者が指示する書類を提出すること。 

 

第４章 雑則 

４．１ 委託者の連絡先 

 １．独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

   〒１０５－０００１ 

    東京都港区虎ノ門二丁目１０番１号 虎ノ門ツインビルディング西棟１３階 

     石油備蓄部 企画課長 

    ＴＥＬ ０３－６７５８－８０３４   ＦＡＸ ０３－６７５８－８０６４ 

 ２．独立行政法人石油天然ガス･金属鉱物資源機構 秋田国家石油備蓄基地事務所   

〒０１０－０５１１ 

    秋田県男鹿市船川港船川字芦沢２１９番 

     事務所長 

    ＴＥＬ ０１８５－２４－６１２１   ＦＡＸ ０１８５－２４－４５５５ 
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様式(仕)第１     

記 号 番 号 

                                                                  年  月  日 

 独立行政法人石油天然ガス･金属鉱物資源機構 

石油備蓄部長名 

  

 

                                          

○○株式会社 

                              部長名 印 

                                                      

平成○○年度実施計画書の変更について 

 

 

 平成○○年度実施計画について、下記のとおり変更したいので、仕様書１．７の規定に基

づき、平成○○年度変更実施計画書（変更分）を添えて変更を申請します。 

 

記 

 

１．変更内容 

 

２．変更理由 

 

３．工事名等（工事等の新規追加又は取りやめの場合のみ） 

 

４．委託額 （工事等の新規追加又は取りやめの場合のみ） 

 

５．添付書類 

  別添：平成○○年度変更実施計画書 

 

 

 

 


