
件名 種別 公告予定時期 契約予定期間 概要 契約方式 費用概算 前回公告日（注3） 担当部課

1
可搬型セラミック膜随伴水処理フィールド試験
機製作に関する業務

役務 令和5年4月上旬
契約締結日から
令和6年2月29日まで

ビギング排水処理フィールド試験で使用する可搬型
のセラミック膜随伴水処理フィールド試験機を製作す
る業務

企画競争 9,000万円 - 技術部開発技術課

2 基礎試錐岩石試料の年代測定業務 役務 令和5年4月上旬  
令和5年7月頃から
令和5年9月頃まで

 基礎試錐岩石試料の年代測定業務 一般競争入札 - - 探査部国内探査課

3 令和5年度雛形作成業務に係る請負契約 　役務 令和5年4月上旬
契約締結日から
令和6年3月中旬まで

委託研究契約書等の種別ごとに機構独自の雛形（和
文、英文）及び解説書を作成する

一般競争入札
（総合評価）

- - 総務部知的財産推進課

4 摩耗ケーシングの強度評価に係るスタディ 役務 令和5年4月中旬
令和5年7月1日から
令和6年3月31日まで

局所摩耗ケーシングの強度を数値解析手法等により
推定し、APIの強度予測式の補正について検討する業
務

企画競争 400万円 - 技術部開発技術課

5
令和5年度鉱物資源分野における有力者招聘
事業の運営業務等に係る委託契約

　役務 令和5年4月中旬
令和5年5月中旬から
令和6年3月上旬まで

資源国（3か国予定）有力者招聘事業実施にあたり、
事前準備（会場選定、運営計画、資料作成等）、当日
運営及び事後処理について委託先を募るもの

企画競争 3,000万円 2022年10月5日 金属企画部国際業務課

6 令和5年度内航運送業務に係る業務 役務 令和5年4月中旬  
令和5年5月初旬から
令和6年3月31日まで

 基地間転送に使用する原油タンカーの用船契約 一般競争入札 - - 石油・石油ガス備蓄部備蓄課

7
令和5年度国家備蓄石油基地（上五島地区）の
機動性向上に関する調査検討業務

役務 令和5年4月中旬
令和5年5月初旬から
令和6年3月31日まで

国家備蓄石油の緊急放出を安全かつ迅速に行うた
め、国家石油備蓄基地（上五島地区）の機動性向上
を図るために行う調査検討業務

参加意思確認公募 3,000万円 - 石油・石油ガス備蓄部備蓄課

8
海洋鉱物資源調査に係るコバルトリッチクラスト
資源量等解析

役務 令和5年4月中旬
令和5年6月から
令和6年3月まで

コバルトリッチクラストにおける資源量等の解析 企画競争 5,400万円 2022年4月22日
金属海洋資源部
海洋資源調査課

9
令和5年度　地熱資源開発シンポジウム開催及
び地熱広報業務

　役務 令和5年4月中旬
令和5年5月15日から
令和6年3月31日まで

令和5年9月上旬に実施する「第11回　地熱シンポジウ
ム　in 大分」の運営を委託（請負契約）する業務

企画競争 6,000万円 2022年5月24日 地熱事業部企画課

10 各種ファイルサーバの賃貸借 役務 令和5年4月下旬
令和5年10月から
令和10年9月まで

ファイルサーバの賃貸借契約 一般競争入札 -  -  総務部情報システム課

11
地震探査データ（紙・フィルム）のスキャン及び
ヘッダー整理業務

　役務 令和5年4月下旬
令和5年7月1日から
令和6年3月15日まで

機構が保有する震探データ（紙・フィルム媒体）をス
キャンするとともに、ヘッダー情報を整理する。

一般競争入札
（総合評価）

- 2022年4月21日 探査部海外探査課

12
令和4年度エネルギー事業本部事業報告書作
成に係る業務

　　役務 　　令和5年4月下旬 　　
令和5年6月1日から
令和5年12月31日まで

　　エネルギー事業本部技術部門のパンフレット作製 　　企画競争 　　200万円 　　2020年8月19日 　　技術部技術総括課

13
CCS・水素・アンモニアの事業環境に係る調査
業務

　　役務 　　令和5年4月下旬 　 
令和5年7月1日から
令和6年2月28日まで

　  CCS・水素・アンモニアの事業環境に係る調査業務 　　一般競争入札 　　- 　　2022年4月19日 　　
CCS・水素事業部
総括・国際連携課

14 鉱物資源マテリアルフロー2023 役務 令和5年4月下旬  
令和5年6月中旬から
令和6年12月下旬まで

 

 JOGMECが指定する鉱種を対象とした2022年の国内
の需給状況、リサイクルに関する最新のデータや公表
情報を収集、また企業ヒアリングを通じて実態を調査
し、マテリアルフローの実態を把握、取りまとめ、その
結果について分析・評価を行うもの

企画競争 1,500万円 2022年7月22日 金属企画部調査課

15
苫小牧東部国家石油備蓄基地における産業廃
棄物処理に係る業務

　役務 令和5年4月下旬
令和5年6月1日から
令和6年3月31日まで

苫小牧東部国家石油備蓄基地から排出される産業廃
棄物の収集・運搬・処分業務

一般競争入札 - 2022年6月10日
石油・石油ガス備蓄部
石油基地管理課

16
令和5年度石油ガス岩盤備蓄基地に係る保安
検査等操業実績確認検討業務

　役務 令和5年4月下旬
令和5年6月1日から
令和6年3月31日まで

石油ガス岩盤備蓄基地に係る保安検査等操業実績
確認の検討業務

参加意思確認公募 - 2022年5月17日 環境安全技術部技術課

17
令和5年度緊急時計画設計・処理システムの発
展的機能強化

　役務 令和5年4月下旬
令和5年6月1日から
令和6年3月31日まで

緊急時計画設計・処理システム（EMPRESS）につい
て、発展的機能の実現に向けて令和3年度に実施した
調査検討、令和4年度に実施した要件定義を基に、各
機能について具現化するための必要要件を取りまと
めた後に基本設計及び詳細設計を実施する業務

一般競争入札
（総合評価）

- 2022年8月1日 環境安全・技術部環境安全課

入札等実施予定案件のお知らせ（令和5年度 第1四半期）（注1）（注2）



18 PT実証試験で使用する建屋賃貸借その1 　役務 令和5年4月下旬
令和5年5月上旬から
令和5年7月末まで

PT試験で使用する建屋の賃貸借 一般競争入札 - - 金属環境事業部調査技術課

19 PT実証試験で使用する建屋賃貸借その2 役務 令和5年4月下旬
令和5年5月上旬から
令和5年7月末まで

PT試験で使用する建屋の賃貸借 一般競争入札 - - 金属環境事業部調査技術課

20 岩石試料の室内分析に係る業務 　役務 令和5年4月下旬
令和5年6月から
令和5年12月まで

海洋鉱物資源調査試料の室内分析 一般競争入札 - 2022年9月9日
金属海洋資源部
海洋資源調査課

21 海洋鉱物資源調査に係る精密海底地形調査 役務 令和5年4月下旬 
令和5年7月から
令和6年2月まで

海底熱水鉱床を対象とした音響探査及び測量 企画競争 3億2,000万円  2022年4月25日  
金属海洋資源部
海洋資源調査課

 

22
海洋鉱物資源調査に係る海底熱水活動域にお
ける掘削調査

役務 令和5年4月下旬
令和5年7月から
令和6年2月まで

海底熱水鉱床の掘削調査 企画競争 7億3,000万円 2022年4月28日
金属海洋資源部
海洋資源調査課

23
海洋鉱物資源調査に係るコバルトリッチクラスト
精密地形等調査

役務 令和5年4月下旬  
令和5年8月から
令和6年2月まで

 
コバルトリッチクラストの国際鉱区またはEEZ海域にお
ける海底の精密地形調査

企画競争 3億7,000万円 2022年6月17日
金属海洋資源部
海洋資源調査課

24 令和5年度操業現場技術支援事業 　　役務 　　令和5年4月 　 
契約締結日から
令和6年2月28日まで

　 

わが国企業がオペレーター又は準オペレーターとして
直接探鉱・開発事業に携わっているプロジェクトに対
し、それらのプロジェクトが抱えている具体的な技術
課題の解決を目的としたスタディをそれら企業と共同
で実施するもの。

　　公募 　　2,000万円 　　2022年3月16日 　　技術部技術総括課

25
海底熱水鉱床に係る環境調査及び環境影響予
測モデル開発業務

　役務 令和5年4月
令和5年7月中旬から
令和6年2月末まで

海底熱水鉱床サイトにおける環境モニタリング調査お
よび環境影響予測モデルの開発を行う業務

参加意思確認公募 2億5,000万円 2022年2月10日
金属海洋資源部
海洋資源技術課

26
コバルトリッチクラスト国際鉱区等における環境
調査業務

役務 令和5年4月
令和5年7月中旬から
令和6年3月中旬まで

コバルトリッチクラスト国際鉱区等における環境ベー
スライン調査および分析・評価を行う業務

参加意思確認公募 3億5,000万円 2022年4月15日
金属海洋資源部
海洋資源技術課

27
海洋鉱物資源調査に係る海底観察及び物理探
査

役務 令和5年5月上旬
令和5年8月から
令和6年2月まで

海底熱水鉱床を対象とした海底観察及び物理探査 企画競争 3億2,000万円 2022年5月24日
金属海洋資源部
海洋資源調査課

28
令和5年度SPOTを用いた国家石油備蓄タンク
のセジメント計測業務の参加意思確認公募の
実施について

　役務 令和5年5月中旬
令和5年7月上旬から
令和6年3月末日まで

長期間貯蔵した国家石油備蓄タンクの下部に堆積し
ているセジメントについて、タンク内分布状況を把握
し、セジメント量低減に向けた方策の検討を行う業務

参加意思確認公募 6,900万円 2022年6月17日 石油・石油ガス備蓄部備蓄課

29
令和5年度海外炭開発支援事業海外炭開発高
度化等調査「世界の石炭事情調査」

役務 令和5年5月中旬
令和5年8月1日から
令和6年3月6日まで

世界の石炭動向の基本的なデータの収集 企画競争 1,100万円 2022年5月17日 石炭開発部企画課

30
マレーシアにおける各炭鉱・鉱床のポテンシャ
ル評価

役務 令和5年5月中旬
令和5年7月中旬から
令和6年3月8日まで

マレーシアにおける各炭鉱・鉱床のポテンシャル評価
及び開発・投資環境調査・取りまとめの実施

企画競争 2,000万円 2022年8月23日 石炭開発部探査・技術課

31
コロンビアにおける各炭鉱・鉱床のポテンシャル
評価

役務 令和5年5月中旬
令和5年7月中旬から
令和6年3月8日まで

コロンビアにおける各炭鉱・鉱床のポテンシャル評価
及び開発・投資環境調査・取りまとめの実施

企画競争 2,000万円  2022年11月16日  石炭開発部探査・技術課  

32
令和5年度産炭国支援事業「モザンビーク共和
国に係るバイオコールブリケット実証試験の技
術支援業務」

役務 令和5年5月
令和5年7月1日から
令和6年3月15日まで

モザンビーク共和国で実施するバイオコールブリケッ
ト実証試験の技術支援（プラント建設・試運転時の専
門家派遣）

一般競争入札
（総合評価）

- - 石炭開発部探査・技術課

33
令和5年度 地熱資源ポテンシャル調査のため
の広域空中物理探査

役務 令和5年5月
契約締結日から
令和6年3月下旬まで

地熱資源ポテンシャル調査のための広域空中物理探
査を行う業務

企画競争 16億円 2022年4月28日 地熱技術部探査課

34 海外地熱開発事情調査業務 　役務 令和5年5月頃
契約締結日から
令和6年2月29日まで

世界の主要地熱資源開発国における各種動向調査
（例：地熱資源開発、技術開発等）を行う業務

企画競争 - 2022年8月5日 地熱事業部海外事業課

35 海外地熱資源調査に係る技術評価業務 役務 令和5年5月頃  
契約締結日から
令和6年3月31日まで

 
海外地熱資源調査に係る技術評価（例：調査データ等
の品質管理）業務

企画競争 - - 地熱事業部海外事業課

36 海外地熱資源調査に係る共同調査業務 役務 令和5年5月頃
契約締結日から
令和6年3月31日まで

海外の地熱資源調査に関心を有する本邦企業と
JOGMECとの間で共同調査（例：地質調査、地化学調
査等）を実施する業務

公募  - - 地熱事業部海外事業課



37
役職員用ノート型パソコンの賃貸借契約及び設
定作業

役務 令和5年6月上旬
令和6年4月1日から
令和9年4月30日まで

役職員用ノート型パソコンの賃貸借契約及び設定作
業

一般競争入札 - - 総務部情報システム課  

38 会計システムサーバ等のリース契約 　役務 令和5年6月中旬
令和5年10月13日から
令和10年10月12日まで

会計システムで使用するサーバ等のリース契約 一般競争入札 - - 経理部経理課

39 脱炭素化に向けたM&A動向調査に係る業務 　役務 令和5年6月下旬
令和5年9月1日から
令和6年3月1日まで

脱炭素化に焦点を置いた石油・天然ガス分野におけ
る企業買収等に係る調査

企画競争 2,000万円 -
エネルギー開発金融部
水素・CCSチーム

40
令和5年度地熱データベースシステムへのデー
タ登録作業

役務 令和5年6月下旬
契約締結日から
令和6年3月31日まで

地熱データベースシステムへの空中物探データの登
録、システム拡張の検討

一般競争入札 - 2021年6月23日 地熱技術部技術課

41

令和5年度「機構保有の紙・フィルム媒体検層資
料のデジタイズ業務」のうちの個別業務（2）紙・
フィルム媒体検層資料の画像ファイル化作業
（単価契約）

　役務 令和5年6月
令和5年8月から
令和6年2月末まで

検層資料の紙・フィルム媒体資料を画像ファイル化
し、機構に納品する業務

一般競争入札 - 2022年9月16日
デジタル推進グループ
デジタル技術チーム

42
令和5年度「機構保有の紙・フィルム媒体検層資
料のデジタイズ業務」のうちの個別業務（3）画像
ファイルのLASファイル化作業（単価契約）

役務 令和5年6月  
令和5年9月から
令和6年2月末まで

 
検層ログの画像データをLASファイル化し、機構に納
品する業務

企画競争 - -
デジタル推進グループ
デジタル技術チーム

43 「エコプロ2023」展示ブース設営業務 　役務 令和5年6月
令和5年8月1日から
令和6年1月31日まで

　「エコプロ2023」展示ブースの設営
一般競争入札
（総合評価）

- 2022年7月27日 地熱事業部企画課

 (注1) 上記案件は、現時点における計画の概要を示したもので、今後、案件の中止や内容・実施時期等を変更する場合があります。

 (注2) 各案件についての詳細な情報については、実施が正式決定した後、機構ホームページの「入札・公募情報」のページ（右記参照）において公示します。
http://www.jogmec.go.jp/news/bid/index.html

 (注3) 「前回公告日」に日付の記載がある契約の概要は、機構ホームページの「入札・公募情報」のページ（右記参照）から検索できます。是非ご覧ください。
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