
法人番号

一般競争入札

～ （施工Ⅰ施工計画重視型）

豊後高田市香々地4089

港湾土木工事

一般競争入札

～ （施工Ⅰ標準）

北九州市若松区響町3-1-33

港湾等しゅんせつ工事

一般競争入札

～ （施工Ⅱ施工体制確認型以外）

大分市中島西3-5-1

建築工事

一般競争入札

～ （施工Ⅰ標準）

大分市舞鶴町1-3-18

港湾土木工事

(別紙様式１）

公共調達の適正化について(平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表(公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の

別
(総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率 備 考

125,280,000 90.5%
H30.6.29 H31.1.31

総合評価方式

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.6.29 138,361,807

平成30年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)試験工事
(株)　菅組

9320001007813

96,012,000 89.2%
H30.12.5 H31.3.7

総合評価方式

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.9.10 107,596,011

平成30年度大分港(西大分地区)泊地(-7.5m)浚渫工事
(株) 白海

1290801011942

99.8%
H31.1.7 H31.3.22

総合評価方式

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H31.1.7 6,166,955 6,156,000

平成30年度大分港海岸分室改修

1320001001170

(株) 佐伯建設

121,824,000 90.9%
H31.3.13 H31.9.30

総合評価方式

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H31.3.13 134,013,604

平成30年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事

3320001000575

梅林建設(株)



法人番号

中央コンサルタンツ(株)

管内港湾施設実施設計 福岡支店

～ 福岡市博多区冷泉町2-1

建設コンサルタント等

平成30年度大分港海岸土質調査

～

福岡市南区井尻2-21-36

測量・調査

平成30年度大分港海岸施設設計業務 パシフィックコンサルタンツ(株)

～ 九州支社

福岡市博多区博多駅中央街7-21

建設コンサルタント等

平成30年度中津港(田尻地区)環境影響調査

～

福岡市博多区神屋町10-15

測量・調査

平成30年度大分空港滑走路改良実施設計外1件 三井共同建設コンサルタント(株)

～ 九州支社

福岡市博多区博多駅東2-14-1

建設コンサルタント等

平成30年度海岸構造物影響把握調査

～

北九州市小倉北区堺町1-1-1

測量・調査

パシフィックコンサルタンツ(株)

細部設計外2件 九州支社

～ 福岡市博多区博多駅中央街7-21

建設コンサルタント等

中央復建コンサルタンツ(株)

岸壁(-10m)(改良)基本設計外2件 九州支社

～ 福岡市博多区祇園町4-61

建設コンサルタント等 FORECAST博多祇園

平成30年度大分港水質調査

～

大分市都町1-1-1

測量・調査

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.8.22 9,204,030 7,387,200 80.3%
H30.8.22 H31.1.10

総合評価方式

9010001008669

簡易公募型

(実施方針確認型)
国際航業(株)大分営業所

(別紙様式１）

公共調達の適正化について(平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表(公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施）

契約金額 落札率 備 考予定価格

33,750,000 84.4%
H30.5.30 H30.11.30

総合評価方式

40,004,959

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.5.30

簡易公募型

(標準型)
2010001034531

応用地質(株)　九州支社

7,592,400 80.2%
H30.4.26 H31.3.8

総合評価方式

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.4.26 9,465,4409180001026134

平成30年度別府港湾・空港整備事務所 簡易公募型

(簡易型)

7,506,000 81.7%
H30.5.31 H31.2.28

総合評価方式

9,186,799

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.5.31 2010001044539

簡易公募型

(簡易型)
三洋テクノマリン(株) 九州支社

38,448,000 79.7%
H30.5.30 H31.3.25

総合評価方式

48,238,923

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.5.30 8013401001509

簡易公募型

(標準型)

(標準型)

10,843,200 82.3%
H30.6.27 H31.3.8

総合評価方式

13,168,383

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.6.27
(簡易型)

簡易公募型

5011101020526

11,815,200 79.4%
H30.6.28 H30.11.30

総合評価方式

14,887,633

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.6.28 2010501016723

簡易公募型

(実施方針確認型)
（株）エコー　九州事務所

平成30年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)

H30.7.23 H31.3.11

22,107,600 79.6%

総合評価方式

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.8.22 27,769,1853120001056860

簡易公募型

(簡易型)

平成30年度佐伯港(女島地区)

H30.8.22 H31.3.22

20,628,000 79.8%

総合評価方式

25,862,317

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.7.23 8013401001509

簡易公募型



法人番号

(別紙様式１）

公共調達の適正化について(平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表(公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の別
(総合評価の実施）

契約金額 落札率 備 考予定価格

護岸(改良)施設現況調査

～ 福岡市博多区神屋町10-15

測量・調査

平成30年度大分港海岸土質調査(第2次) 基礎地盤コンサルタンツ(株)

～ 大分事務所

大分市千代町1－2－35

測量・調査

平成30年度大分港海岸(津留地区)路線測量 (株)シャトー海洋調査

～ 九州支店

福岡市中央区港1－4－11

測量・調査

平成30年度大分港・別府港概略設計 中央復建コンサルタンツ(株)

～ 九州支社

福岡市博多区祇園町4-61

建設コンサルタント等 FORECAST博多祇園

潜堤概略設計

～ 福岡市東区東浜1－5－12

建設コンサルタント等

平成30年度大分空港滑走路端安全区域概略設計

～

福岡市博多区博多駅前3-2-8

建設コンサルタント等

6,490,800 80.6%
H30.11.27 H31.3.22 (簡易型)

総合評価方式

平成30年度中津港(田尻地区)航路(-12m)

H30.10.24 H31.3.22

(簡易型)

総合評価方式

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.11.27 4011001005165

簡易公募型

8,056,904

簡易公募型
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.10.24 7010901005494 9,245,963 7,430,400 80.4%

いであ(株)　九州支店

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.9.25 6,167,883 5,599,800 90.8%
H30.9.25 H31.2.28

総合評価方式

3120001007698

簡易公募型

(簡易型)

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.10.24 23,516,165 18,727,200 79.6%
H30.10.24 H31.3.15

総合評価方式

3120001056860

簡易公募型

(標準型)

(実施方針確認型)

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.9.25 32,659,448 27,475,200 84.1%
H30.9.25 H31.2.28

総合評価方式

2010601036670

簡易公募型

(簡易型)

平成30年度大分港海岸(津留地区)

H30.9.25 H31.1.31

三洋テクノマリン(株) 九州支社分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.9.25 3,552,738 2,808,000 79.0%

総合評価方式

2010001044539

簡易公募型

(株)オリエンタルコンサルタンツ



法人番号

平成30年度大分港海岸改良技術検討業務 一般財団法人

～ 沿岸技術研究センター 別紙のとおり -

建設コンサルタント等 東京都港区西新橋1丁目14-2

平成30年度大分港海岸施工検討業務 一般財団法人

～ 港湾空港総合技術センター 別紙のとおり -

建設コンサルタント等 東京都千代田区霞が関3-3-1

21,369,275 20,520,000 96.0%H30.8.8 H31.3.11 5010005002705

H30.6.11 H31.3.25

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.8.8

96.5%

分任支出負担行為担当官代理
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所副所長　豊田晴夫
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.6.11 20,695,966 19,980,0002010005018571

(別紙様式２）

公共調達の適正化について(平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表(公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした
会計法令の根拠及び理由

(規格競争又は公募)
予定価格 契約金額 落札率 備 考

再就職の
役員の数



法人番号

平成30年度
庁舎清掃業務

平成30年度
別府港・大分港監督船用船

平成30年度
中津港監督船用船

平成30年度
佐伯港監督船用船

交換による小型貨客自動車1台

84.1%

93.5%

一般競争入札

2,590,118 2,422,729一般競争入札

7250001005611

9320001004182

1,029,503 865,728

祝林タンカー(株)

下関市大和町1丁目16-1

日産プリンス大分販売(株)

大分市羽屋267

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.4.2

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.11.6

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.4.2

第五原野丸

1,188,840 846,720 71.2%

中津市大字東浜564番地1

一般競争入札-

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.4.2

祝林タンカー(株)

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.4.2

4,632,765 3,796,632 82.0%

下関市大和町1丁目16-1

一般競争入札

一般競争入札

1,357,560 1,177,200 86.7%

第一ビル管理(株)

別府市石垣西6丁目6-4

6320001006371

7250001005611

(別紙様式３）

公共調達の適正化について(平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表(物品役務等）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・
指名競争入札の

別
(総合評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率 備 考



法人番号

大分県

大分市大手町3-1-1

(有)佑祐ホーム

豊前市大字荒堀280-1

平成30年度中津港(田尻地区)航路(-12m)
五洋建設(株)九州支店

灯浮標撤去・設置 福岡市博多区博多駅東2丁目7-27

新日鐵住金(株)大分製鐵所

大分市大字西ノ洲１番

大分県

大分市大手町3-1-1

大分県

大分市大手町3-1-1

1000020440001

1000020440001

3290802023811

1010001000006

3010001008848

1000020440001

土地６，９３４㎡賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.12.28 別紙のとおり 1,658,050 1,658,050 100.0% -

平成30年度中津港事務所賃貸借

土地２，１７３㎡賃貸借

土地８，８３０㎡賃貸借

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

100.0% -

H30.4.9 別紙のとおり 6,760,800 6,760,800 100.0%

H30.8.1 別紙のとおり 945,255

H30.10.31 別紙のとおり 1,407,620 1,407,620

945,255 100.0% -

再就職の
役員の数

落札率

-

-

-

H30.4.2

備 考

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長　上谷　修
九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所
別府市石垣東１０－３－１５

H30.4.2 3,450,770 3,450,770 100.0%別紙のとおり

別紙のとおり 2,695,680 2,695,680 100.0%

土地７，０３０㎡賃貸借

(別紙様式４）

公共調達の適正化について(平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく競争入札に係る情報の公表(物品役務等）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに

その所属する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由(企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額



随 意 契 約 理 由 書 
 
 
件   名      平成 30 年度大分港海岸改良技術検討業務 
 
契約相手方      一般財団法人 沿岸技術研究センター 
 
随意契約適用法令   会計法第２９条の３第４項 
 
随意契約理由 
 
・目的・内容 
 
本業務は、大分港海岸を対象とした設計・施工・維持管理に関する検討及び整備断面の

検証を行い、護岸改良技術のマニュアル化を図るためのものである。 
 
・理 由 
 
本業務は、大分港海岸を対象とした設計・施工・維持管理に関する検討及び整備断面の

検証を行い、護岸改良技術のマニュアル化を図るためのものである。なお、整備断面の検

証や改良技術のマニュアル化検討では、専門家や有識者による技術的助言を得ながら取り

纏める必要があること、さらには護岸改良技術の性能照査方法の検討、改良技術マニュア

ルの作成では、大分港海岸の条件を踏まえた検討が必要である。 
 以上のことから、プロポーザル方式により、契約内容並びに契約手続きを公示し、参加

表明業者においては、配置予定技術者の経験・能力（技術資格、業務執行技術力）、本業務

の実施方針、並びに本業務の特定テーマに対する技術提案書の提出を求めるとともに、配

置予定技術者へのヒアリングを実施することにより、専門技術力の確認、本業務の遂行能

力等を評価するものである。 
 建設コンサルタント等の特定手続きに基づく審査の結果、一般財団法人沿岸技術研究セ

ンターが最適であると判断されたことから、上記業者と会計法第２９条の３第４項に基づ

き随意契約を行い、円滑な遂行を図るものである。 
 
 



随 意 契 約 理 由 書 
 
 
件   名      平成 30 年度大分港海岸施工検討業務 
 
契約相手方      一般財団法人 港湾空港総合技術センター 
 
随意契約適用法令   会計法第２９条の３第４項 
 
随意契約理由 
 
・目的・内容 
 
本業務は、大分港海岸の護岸改良を行うための施工方法及び施工計画の検討を行うもの

である。 
 
・理 由 
 
本業務は、大分港海岸の護岸改良を行うための施工方法及び施工計画の検討を行うもの

である。施工箇所は、狭隘であると共に、民間企業用地や市道に隣接していることから、

検討にあたっては企業活動や市道の通行に支障をきたさないよう配慮すると共に、既設構

造物（民有構造物・埋設物、架空施設含む）に影響の無いよう、施工性、安全性、経済性

を考慮した効率的な工法や管理方法について検討し、工種毎に最適な施工方法を抽出する

必要がある。 
 以上のことから、プロポーザル方式により、契約内容並びに契約手続きを公示し、参加

表明業者においては、配置予定技術者の経験・能力（技術資格、業務執行技術力）、本業務

の実施方針、並びに本業務の特定テーマに対する技術提案書の提出を求めるとともに、配

置予定技術者へのヒアリングを実施することにより、専門技術力の確認、本業務の遂行能

力等を評価するものである。 
 建設コンサルタント等の特定手続きに基づく審査の結果、一般財団法人港湾空港総合技

術センターが最適であると判断されたことから、上記業者と会計法第２９条の３第４項に

基づき随意契約を行い、円滑な遂行を図るものである。 
 
 



別紙２ 

 

随 意 契 約 理 由 書 

 

 

 

本契約は、別府港（石垣地区）防波堤築造工事のケーソン及びブロック仮置

ヤードとして、土地の借り上げを行うものである。当該工事施工箇所である別府

港石垣地区周辺にはケーソン及びブロック仮置が可能な土地が無いため、近隣地

域で仮置に必要な規模を有し、かつ、ケーソン及びブロック据付場所までの海上

輸送に適した土地を調査検討した結果、本工事を円滑に遂行できる土地は、大分

市大字青崎に大分県が所有する土地以外無い。 

以上の理由により、会計法第２９条の３第４項に基づき、大分県と随意契約

するものである。 

件名：土地７，０３０㎡賃貸借



別紙２ 

 

随意契約理由書 

 

 

 

１．件    名     平成３０年度中津港事務所賃貸借 

 

 

２．契約の相手方     有限会社佑祐ホーム  

 

 

３．随意契約理由 

 

 

本件は、中津港の監督業務や打ち合わせ等の事務所として賃貸借するもので

あるが、現場への対応を円滑にするためには事務所を現場近くである中津市内

に置くことが必要であり、中津市内に事務所を確保する必要がある。 

今般、契約を行うにあたり、業務に関する利便性や他物件の使用を検討した

結果、有限会社佑祐ホーム の所有する当該物件を引き続き継続して契約する

ことが、経済的に得策である。 

よって、会計法第２９条の３第４項に基づき有限会社佑祐ホームと随意契約

するものである。 



随 意 契 約 理 由 書 

 

 

 

１．件   名   平成３０年度中津港（田尻地区）航路（-12m）灯浮標撤去・設置 
 

 

２．契約相手方   五洋建設株式会社 九州支店 

 

３．理   由 

 

平成３０年４月６日（金）夕刻に、大分海上保安部より、当局が設置してある中津港の

灯浮標が流失している旨の一報がもたらされた。職員が現地へ向かい、現場確認の後、灯

浮標の流失が確認された為、これ以上の流失を防ぐため、用船を用いて一時仮固定を行っ

た。 
灯浮標においては航行船舶の指標と成るべきものであり、用いられなければ重大な事故

災害を誘発する危険がある。 
以上の状況を踏まえ、災害防止（航行船舶の事故防止）を目的とし、緊急に灯浮標の仮

固定箇所からの撤去及び本来設置場所への投入・固定を行うものである。 
 

 九州地方整備局は、社団法人日本埋立浚渫協会九州支部との間で、「災害時における九

州地方整備局港湾空港部管轄区域の緊急的な災害応急対策業務に関する協定書」の締結を

行っている。今般、緊急業務を実施するにあたり、契約の相手方を選定するため、同協定

に基づき同協会に協力要請を行ったところ、同協会の会員である五洋建設株式会社九州支

店が直ちに契約可能との回答を得た。 
 

よって、五洋建設株式会社九州支店と、会計法第２９条の３第４項及び予決令１０２条

の４第３号の規定に基づき、随意契約するものである。 
 
 



随 意 契 約 理 由 書

件名：土地２，１７３㎡賃貸借

本契約は、大分港海岸（津留地区）護岸（改良）試験工事における施工用地

として、土地の借り上げを行うものである。

当該施設は臨海工業地帯に有り、背後は県都大分市の市街地が広がり住居地

が密集するとともに、我が国を代表するコンビナートが立地している。

当該施設は建設から５０年が経過し、地震・津波や高潮による施設の倒壊に

より防護機能が低下し甚大な被害に繋がる可能性があるため早急な地震・津波

・高潮対策が求められているところである。

今般、国の直轄事業により護岸整備・強化を行い、背後の市街地と臨海工業

地帯を津波及び高潮や高波による浸水被害を防護・減災することとなった。

当該施設は狭隘であり、直背後は新日鐵住金（株）大分製鐵所が所有する土

地である。

本件を施工する為には、背後地所有者である新日鐵住金（株）大分製鐵所所

有の土地上で作業する以外に方法は無い。

以上の理由により、会計法第２９条の３第４項に基づき、新日鐵住金（株）

大分製鐵所と随意契約を行うこととする。



別紙２ 

 

随 意 契 約 理 由 書 

 

 

件名：土地 8,830 ㎡賃貸借 

 

 

本契約は、別府港（石垣地区）防波堤築造工事のケーソン及びブロック仮置

ヤードとして、土地の借り上げを行うものである。当該工事施工箇所である別府

港石垣地区周辺にはケーソン及びブロック仮置が可能な土地が無いため、近隣地

域で仮置に必要な規模を有し、かつ、ケーソン及びブロック据付場所までの海上

輸送に適した土地を調査検討した結果、本工事を円滑に遂行できる土地は、大分

市大字青崎に大分県が所有する土地以外無い。 

以上の理由により、会計法第２９条の３第４項に基づき、大分県と随意契約

するものである。 



別紙２ 

 

随 意 契 約 理 由 書 

 

 

件名：土地６，９３４㎡賃貸借 

 

本契約は、別府港（石垣地区）防波堤築造工事のケーソン及びブロック仮置

ヤードとして、土地の借り上げを行うものである。当該工事施工箇所である別府

港石垣地区周辺にはケーソン及びブロック仮置が可能な土地が無いため、近隣地

域で仮置に必要な規模を有し、かつ、ケーソン及びブロック据付場所までの海上

輸送に適した土地を調査検討した結果、本工事を円滑に遂行できる土地は、大分

市大字青崎に大分県が所有する土地以外無い。 

以上の理由により、会計法第２９条の３第４項に基づき、大分県と随意契約

するものである。 


