
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度 随意契約 案件一覧 



【1者による随意契約の理由】 平成30年4月1日～平成31年2月7日

件名 発注所属 契約の相手方を選定した理由 業者名 契約金額（税込） 契約日 契約方法

1
長崎ロープウェイ減
速機ほか整備工事

まちづくり部設備
課

整備、改修する部分と既設部分は密接不可分の関係にあり、同一施
工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障
が生ずるおそれがあるため、本施設の製造及び設置業者であり、施工
時及び施工後についても一元化した責任体制をとることが出来る唯一
の業者と随意契約するもの。

所在地　滋賀県守山市勝部町４７１番５
会社名　安全索道（株）
代表者　代表取締役社長　西川　正樹

29,160,000円 平成30年5月15日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

2
岩屋ポンプ場№3ポ
ンプ・電動機整備工
事

上下水道局事業
部浄水課

(株)日立製作所が設計・製作した特殊機械で、品質管理基準および技
術情報は製品メーカー独自のものである。既設の設備と密接不可分
の関係にあり、製品メーカーからメンテナンス業務を請け負う右記業者
以外の者に施工させた場合、当該機器及び既設設備等の使用に著し
い支障が生じる恐れがあり、また、整備後の性能保証が得られないこ
とから随意契約するもの。

所在地　長崎市神ノ島町1丁目331番92
会社名　(株)九州日立　長崎支社
代表者　支社長　角　智仁

18,144,000円 平成30年5月25日 地方公営企業法施行令21条の14第1項第2号

3
中部茂里町第2雨水
排水ポンプ場№1主
ポンプ整備工事

上下水道局事業
部下水道施設課

既存の設備と密接不可分な関係にあり、同一施行者以外の者に施工
させた場合、既存の設備等の使用に著しい支障が生じるおそれがある
ため、当該設備製造メーカーの系列でメンテナンス業務を移管されて
いる業者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目
           2番8号
会社名　クボタ機工(株)九州営業所
代表者　所長　内村　孝

50,760,000円 平成30年5月31日 地方公営企業法施行令21条の14第1項第2号

4
長崎市新庁舎建設
実施設計業務委託

まちづくり部建築
課

右記選定業者は、公募型プロポーザル方式による基本設計業務の受
注者であるが、当該業務を公募型プロポーザル方式により選定するこ
とを公告するにあたり、当該業務の委託契約の相手方と実施設計業
務について随意契約を締結する予定であることを公表しており、かつ、
契約を締結するにあたり必要となる要件を満たしていることから随意契
約するもの。

所在地　福岡市博多区御供所町3番21号
会社名　山下設計・建友社設計・有馬建築
           設計事務所特定設計業務共同企業体
代表者　㈱山下設計九州支社
           取締役常務執行役員支社長
           筬島　亮

296,730,000円 平成30年5月31日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

5
南部下水処理場
No.1主ポンプ整備工
事

上下水道局事業
部下水道施設課

既存の設備と密接不可分な関係にあり、同一施行者以外の者に施工
させた場合、既存の設備等の使用に著しい支障が生じるおそれがある
ため、当該設備製造メーカーの系列でメンテナンス業務を移管されて
いる業者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目
           2番8号
会社名　クボタ機工(株)九州営業所
代表者　所長　内村　孝

23,328,000円 平成30年6月29日 地方公営企業法施行令21条の14第1項第2号



6
東工場ごみ焼却施
設給じん装置更新ほ
か工事

環境部東工場

既存の設備と密接不可分の関係にあり、メーカー以外の者に施工させ
た場合、既存の設備等の使用に著しい支障が生ずるおそれがあるた
め、一者による随意契約を行うものである。
東工場建設当時のメーカーである三菱重工業(株)が、三菱重工環境・
化学エンジニアリング(株)へ廃棄物処理装置事業を分割継承してい
る。

所在地　福岡県福岡市博多区博多駅
　　　　　中央街8番27号
会社名　三菱重工環境・化学エンジニア
　　　　　リング（株）九州支店
代表者　支店長　宮田　安章

125,280,000円 平成30年6月29日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

7
もみじ谷葬斎場電気
集塵機（5，6号炉）改
修工事

まちづくり部設備
課

改修部分と既設部分は密接不可分の関係にあり、同一施行者以外の
者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生じるお
それがあるため、本機器の設置及び保守点検業者であり、施工時及
び施工後についても一元化した責任体制をとることが出来る唯一の業
者と随意契約するもの。

所在地　東京都中央区日本橋本町3丁目
　　　　　2番13号
会社名　高砂炉材工業(株)
代表者　代表取締役　高橋　一彰

12,852,000円 平成30年6月29日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

8
桜の里ポンプ場No.2
ポンプ・電動機整備
工事

上下水道局事業
部浄水課

(株)荏原製作所が設計・製作した特殊機械で、品質管理基準および技
術情報は製品メーカー独自のものである。既設の設備と密接不可分
の関係にあり、製品メーカー以外の者に施工させた場合、当該機器に
著しい支障が生じる恐れがあり、また、整備後の性能保証が得られな
いことから随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市博多区美野島1丁目
　　　　　2番8号
会社名　(株)荏原製作所　九州支社
代表者　支社長　丸田　章司

4,860,000円 平成30年7月5日 地方公営企業法施行令21条の14第1項第2号

9
三重浄水場中央監
視制御設備監視装
置ほか更新工事

上下水道局事業
部浄水課

監視装置は浄水施設の監視制御設備における中枢を担う装置であ
り、取扱いには専門的技術が必要なため、製造業者以外では性能保
証を得ることができないことから、当該設備の製造業者である(株)日立
製作所が電気設備の機能増設、更新工事等の業務移管を行っている
(株)九州日立と随意契約するもの。

所在地　長崎市神ノ島町1丁目331番92
会社名　(株)九州日立　長崎支社
代表者　支社長　角　智仁

139,104,000円 平成30年7月27日 地方公営企業法施行令21条の14第1項第2号

10
長崎ブリックホール
空調設備制御装置
改修工事

まちづくり部設備
課

長崎ブリックホールの空調設備制御装置は、中央制御装置と複数の
系統の空調機の制御装置から構成されており、本工事は、全体のシス
テムの内、一部の系統の空調機の制御装置を改修するもので、既存
の設備と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させ
た場合、既存の設備等の使用に著しい支障が生じる恐れがあることか
ら、当該設備の設計・施工業者であり、施工時及び施工後についても
一元化した責任体制をとることができる唯一の業者と随意契約するも
の。

所在地　福岡市博多区住吉1丁目2番25号
会社名　三菱電機ビルテクノサービス（株）
　　　　　九州支社
代表者　取締役支社長　宇和川　慎一

46,980,000円 平成30年8月10日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



11
手熊浄水場中央監
視制御設備監視装
置ほか更新工事

上下水道局事業
部浄水課

工事箇所は既設の中央監視制御設備と密接不可分の関係にあり、既
設設備の製造メーカー以外に施工させた場合、既設の設備等の使用
に著しい支障が生じるおそれがあるため、本設備の製造・施工及び保
守点検業者であり、施工時及び施工後についても一元化した責任体
制をとることができる唯一の業者と随意契約するもの。

所在地　福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目
　　　　　8番1号
会社名　アズビル（株）アドバンスオートメーション
　　　　　カンパニー九州支社
代表者　支社長　和田　毅

83,160,000円 平成30年8月24日 地方公営企業法施行令21条の14第1項第2号

12
東部下水処理場№1
汚泥脱水機整備工
事

上下水道局事業
部下水道施設課

既存の設備と密接不可分な関係にあり、同一施行者以外の者に施工
させた場合、既存の設備等の使用に著しい支障が生じるおそれがある
ため、当該設備製造メーカーである（株）クボタの系列で上下水技術工
事部門として分社化し、メンテナンス業務を移管されている業者と随意
契約するもの。

所在地　福岡県福岡市博多博多駅前3丁目
　　　　　2番8号
会社名　クボタ環境サービス(株)九州支店
代表者　支店長　桑野　卓

70,524,000円 平成30年8月31日 地方公営企業法施行令21条の14第1項第2号

13
長崎市民会館ガス
設備改修工事

まちづくり部設備
課

長崎市民会館内部にあるガス設備（都市ガス）の改修を行うものであ
る。当該設備は、ガス事業法に規定するガス工作物に該当し、ガス小
売事業者、一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者はガス工作
物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しな
ければならないことから、施工者は当該設備の管理責任を有する西部
瓦斯（株）に特定されるため、随意契約するもの。

所在地　長崎県長崎市御船蔵町1番1号
会社名　西部瓦斯（株）
代表者　営業部　長崎営業部長　伊佐　英人

13,942,800円 平成30年9月7日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

14
中部下水処理場
No.4汚泥脱水機整
備工事

上下水道局事業
部下水道施設課

整備対象である汚泥脱水機は、既存の設備と密接不可分な関係にあ
り、同一施工者以外の者に施工させた場合、既存の設備等の使用に
著しい支障が生じるおそれがある。(株)石垣により設計・製造された製
品のアフターメンテナンスは(株)石垣から石垣メンテナンス(株)に移管
され、長崎地区のアフターメンテナンスについての権利義務は石垣メン
テナンス(株)から（株）長崎イシガキに譲渡していることから同者と随意
契約するもの。

所在地　長崎県長崎市勝山町37番地
会社名　（株）長崎イシガキ
代表者　代表取締役社長　石垣　真

40,500,000円 平成30年9月13日 地方公営企業法施行令21条の14第1項第2号

15
長崎市防災行政無
線デジタル化整備工
事

まちづくり部設備
課

本工事は、防災行政無線同報系設備を現在のアナログ方式から２８０
MHｚ帯デジタル方式への更新整備を行うものである。２８０ＭＨｚ帯の
電波を使用し、防災情報等の通信サービスを提供している電気通信事
業者は東京テレメッセージ(株)のみであり、既に当該事業者が設置し
運用している設備と、今回本市にて整備する設備を接続する必要があ
るが、施工業者は当該事業者から技術情報及び固有機器の提供を受
けて、施工が可能な建設業者に限られており、(株)九電工長崎支店
は、九州地区内の工事の施工を認定された業者であるため随意契約
するもの。

所在地　長崎県長崎市平野町22番40号
会社名　（株）九電工長崎支店
代表者　理事支店長　岐部　孝典

1,998,000,000円 平成30年9月21日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



16
東工場ごみ焼却施
設タービン発電機整
備工事

環境部東工場

本工事の対象設備は、既設の設備と密接不可分の関係にあり、メー
カー以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障
が生ずるおそれがあるため、随意契約を行うものであるが、本工事の
対象設備である発電機のメーカーは、三菱電機(株)であり、重電関係
プラント・機器の保全業務については、三菱電機プラントエンジニアリ
ング(株)に移管していることから、同者と随意契約するもの。

所在地　長崎県長崎市丸尾町4番4号
会社名　三菱電機プラントエンジニアリング（株）
　　　　　 九州本部長崎支店
代表者　長崎支店長　堤　和丘

12,960,000円 平成30年9月28日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

17
三重下水処理場
No.1汚泥脱水機整
備工事

上下水道局事業
部下水道施設課

整備対象である汚泥脱水機は、既存の設備と密接不可分な関係にあ
り、同一施工者以外の者に施工させた場合、既存の設備等の使用に
著しい支障が生じるおそれがある。(株)石垣により設計・製造された製
品のアフターメンテナンスは(株)石垣から石垣メンテナンス(株)に移管
され、長崎地区のアフターメンテナンスについての権利義務は石垣メン
テナンス(株)から（株）長崎イシガキに譲渡していることから同者と随意
契約するもの。

所在地　長崎県長崎市勝山町37番地
会社名　（株）長崎イシガキ
代表者　代表取締役社長　石垣　真

9,072,000円 平成30年9月28日 地方公営企業法施行令21条の14第1項第2号

18
手熊浄水場機械脱
水機整備工事

上下水道局事業
部浄水課

整備対象である機械脱水機は、既存の設備と密接不可分な関係にあ
り、同一施工者以外の者に施工させた場合、既存の設備等の使用に
著しい支障が生じるおそれがある。(株)石垣により設計・製造された製
品のアフターメンテナンスは(株)石垣から石垣メンテナンス(株)に移管
され、長崎地区のアフターメンテナンスについての権利義務は石垣メン
テナンス(株)から（株）長崎イシガキに譲渡していることから同者と随意
契約するもの。

所在地　長崎県長崎市勝山町37番地
会社名　（株）長崎イシガキ
代表者　代表取締役社長　石垣　真

12,960,000円 平成30年10月4日 地方公営企業法施行令21条の14第1項第2号

19
西部下水処理場
No.5主ポンプ整備工
事

上下水道局事業
部下水道施設課

本工事は、西部下水処理場主ポンプ設備のうち、No.5主ポンプの点検
及び整備を行うものである。主ポンプ設備は、下水道処理工程の中で
も重要かつ専門性の高い設備であり、取扱いには専門的な技術が必
要であるため、当該設備の製造業者以外の者に施工させた場合、整
備後の性能保証を得ることができないことから、随意契約を行うもので
あるが、当該設備の製造業者である（株）日立製作所がポンプ設備の
整備工事の業務を（株）日立テクノロジーアンドサービスに移管してい
るため同者と随意契約するもの。

所在地　福岡市早良区百道浜2丁目1番1号
会社名　（株）日立テクノロジーアンドサービス
　　　　　　九州センタ
代表者　九州センタ長　野中　瑞穂

19,440,000円 平成30年10月5日 地方公営企業法施行令21条の14第1項第2号

20
東工場ごみ焼却設
備及び付帯設備整
備工事

環境部東工場

本工事の対象設備は、既存の設備と密接不可分の関係にあり、メー
カー以外の者に施工させた場合、既存の設備等の使用に著しい支障
が生ずるおそれがあるため、随意契約を行うものであるが、東工場建
設当時のメーカーである三菱重工業(株)が、三菱重工環境・化学エン
ジニアリング(株)へ廃棄物処理装置事業を分割継承していることから
同者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市博多区博多駅
　　　　　中央街8番27号
会社名　三菱重工環境・化学エンジニア
　　　　　リング（株）九州支店
代表者　支店長　宮田　安章

92,880,000円 平成30年10月5日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



21
琴海南部浄化セン
ターPLC更新工事

上下水道局事業
部下水道施設課

本工事は、既存の設備と密接不可分な関係にあり、本工事で更新す
るPLC(シーケンサ)、計装盤及びLCD装置の製造業者以外の者に施
工させた場合、既設の設備の使用に著しい支障が生じるおそれがある
ため、PLC、計装盤及びLCD装置の製造施工業者であり、施工時及び
施工後についても一元化した責任体制をとることができる唯一の業者
と随意契約するもの。

所在地　長崎市万才町4番15号
会社名　三菱電機（株）　長崎支店
代表者　支店長　柴田　寿満

23,760,000円 平成30年10月17日 地方公営企業法施行令21条の14第1項第2号

22
東部下水処理場ベ
ルト濃縮機整備工事

上下水道局事業
部下水道施設課

本工事で整備するベルト濃縮機は、既存の汚泥処理設備と密接不可
分な関係にあり、ベルト濃縮機の製造・設置業者であり既設の汚泥処
理設備の施工業者である（株）クボタ以外の者に施工させた場合、既
存の汚泥処理設備の使用に著しい支障が生じるおそれがあるため、
随意契約を行うものであるが、（株）クボタが製造・設置した製品の整
備業務については、（株）クボタの上下水道技術工事部門として分社
化したクボタ環境サービス(株)に移管されているため、同者と随意契約
するもの。

所在地　福岡県福岡市博多博多駅前3丁目
　　　　　2番8号
会社名　クボタ環境サービス(株)九州支店
代表者　支店長　桑野　卓

19,440,000円 平成30年10月17日 地方公営企業法施行令21条の14第1項第2号

23
長崎ブリックホール
中央監視システム改
修電気工事

まちづくり部設備
課

長崎ブリックホール中央監視システムの一部を改修する工事で、中央
監視盤から空調機器等までの途中に設置してあるリモートステーショ
ンを改修するものである。それに伴い既存の中央監視装置と空調機器
等との調整が必要となり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既
存の設備等の使用に著しい支障が生じるおそれがある。従って、既存
設備施工業者の系列で改修業務を移管されており、施工時及び施工
後についても、一元化した責任体制をとることができる唯一の業者で
ある右記業者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市博多区御供所町1番1号
会社名　NECネッツエスアイ(株)九州支店
代表者　支店長　丸林　義久

9,180,000円 平成30年10月25日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

24
長崎ブリックホール
大ホール舞台吊物
機構改修工事

まちづくり部設備
課

本工事は、駆動装置の一部であるVベルトやワイヤーロープ等を改修
するものであり、改修後に既存制御盤において各バトンのレベルやイ
ンターロック（安全装置）の調整、確認が必要になることから、既存の
設備と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた
場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生じるおそれがあることか
ら、本舞台装置の製造及び施工業者であり、施工時及び施工後につ
いても一元化した責任体制をとることができる唯一の業者である右記
業者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市中央区天神1丁目
            14番16号
会社名　三精テクノロジーズ(株)九州営業所
代表者　所長　兒玉　秀隆

10,173,600円 平成30年10月26日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

25
チトセピアホール第
一、第二ボーダーラ
イト取替工事

まちづくり部設備
課

本工事はチトセピアホールの舞台演出用照明設備の一部を改修する
工事で、ライトを白熱灯からLEDに変更するものである。それに伴い、
既存の制御部分である調光器盤の改造、調整が必要となり、同一施
工者以外の者に施工させた場合、既存の設備等の使用に著しい支障
が生じるおそれがあるため、当該照明設備の設計・施工業者であり、
施工時及び施工後についても一元化した責任体制をとることができる
唯一の業者である右記業者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目
            15番20号
会社名　（株）松村電機製作所九州支店
代表者　支店長　柿野　寛

8,100,000円 平成30年10月31日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



26
戸町地区ふれあいセ
ンターエレベーター
改修工事

まちづくり部設備
課

本工事は、昇降機の制御用電気部品及びワイヤーロープを改修する
ものである。本内容は既存の設備と密接不可分の関係にあり、同一施
工者以外の者に施工させた場合、既存の設備等の使用に著しい支障
が生じるおそれがあるため、当該昇降機設備の製造・施工業者であ
り、施工時及び施工後についても一元化した責任体制をとることがで
きる唯一の業者である右記業者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市中央区天神1丁目
            14番16号
会社名　三精テクノロジーズ(株)九州営業所
代表者　所長　兒玉　秀隆

4,374,000円 平成30年11月8日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

27
グラバー園エスカ
レータ・トラベータ年
次改修工事

まちづくり部設備
課

本工事は、グラバー園のエスカレータ及びトラベータのローラー駆動部
分の改修を行い、歩行面での作動の調整を行う工事である。改修部分
と既存部分は密接不可分の関係にあり、製造及び施工業者である三
菱電機株式会社から改修工事に関する業務を移管されている右記業
者以外の者に施工させた場合、その使用に著しい支障が生ずるおそ
れがあることから、右記業者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25
号
会社名　三菱電機ビルテクノサービス（株）九州
支社
代表者　取締役支社長　宇和川　慎一

10,044,000円 平成30年11月14日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

28
もりまちハートセン
ターエレベーター改
修工事

まちづくり部設備
課

本工事は、昇降機の一部である巻上機、制御盤及び操作盤等の改修
工事を実施するものである。改修部分と既存部分は密接不可分の関
係にあり、製造及び施工業者である三菱電機株式会社から改修工事
に関する業務を移管されている右記業者以外の者に施工させた場
合、その使用に著しい支障が生じるおそれがあることから、右記業者と
随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25
号
会社名　三菱電機ビルテクノサービス（株）九州
支社
代表者　取締役支社長　宇和川　慎一

56,538,000円 平成30年11月15日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

29
市道上田町相生町2
号線（グラバースカイ
ロード）補修工事

土木部土木建設
課

本工事は、昇降機の一部である空調等の改修工事を実施するもので
ある。改修部分と既存部分は密接不可分の関係にあり、製造及び施
工業者である三菱電機株式会社から改修工事に関する業務を移管さ
れている右記業者以外の者に施工させた場合、その使用に著しい支
障が生じるおそれがあることから、右記業者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25
号
会社名　三菱電機ビルテクノサービス（株）九州
支社
代表者　取締役支社長　宇和川　慎一

7,344,000円 平成30年11月15日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

30
端島見学施設災害
復旧工事

土木部土木建設
課

台風25号により被害を受けた端島見学施設の復旧工事であり、上陸
観光する利用者の安全確保のため、早急な施設復旧を目的としてお
り、本工事に必要不可欠な起重機船等を長崎港周辺に所有し、緊急
対応が可能な唯一の、右記業者と随意契約するもの。

所在地　長崎県長崎市新地町5番17号
会社名　株式会社　上滝
代表者　代表取締役　上滝　満

31,104,000円 平成30年11月20日 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号



31
長崎ロープウェイ予
備原動装置ほか整
備工事

まちづくり部設備
課

本工事は、長崎ロープウェイの機械設備の一部を整備するものであ
る。今回整備対象の予備原動装置は電動機から軸と歯車を介して既
存の原動滑車に動力を伝達する設備であり、既設の設備と本工事整
備部分は密接不可分の関係にあるため、同一施工者以外の者に施工
させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生じるおそれがある
ことから、本設備の設計及び施工業者であり、施工時及び施工後につ
いても一元化した責任体制をとることができる唯一の業者である右記
業者と随意契約するもの。

所在地　滋賀県守山市勝部町471番5
会社名　安全索道（株）
代表者　代表取締役社長　西川　正樹

41,040,000円 平成30年12月27日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

32
市道上田町相生町2
号線（グラバースカイ
ロード）補修工事(2)

土木部土木建設
課

本工事は、昇降機の一部であるガイドローラー等の改修工事を実施す
るものである。改修部分と既存部分は密接不可分の関係にあり、製造
及び施工業者である三菱電機株式会社から改修工事に関する業務を
移管されている右記業者以外の者に施工させた場合、その使用に著
しい支障が生じるおそれがあることから、右記業者と随意契約するも
の。

所在地　福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25
号
会社名　三菱電機ビルテクノサービス（株）九州
支社
代表者　取締役支社長　宇和川　慎一

8,748,000円 平成31年1月25日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

33
Alega軍艦島温泉揚
湯用ポンプ改修工事

まちづくり部設備
課

本工事は、野母崎炭酸温泉Alega軍艦島の温泉揚湯設備の一部を整
備するもので、整備対象となる揚湯用ポンプは温泉井戸から温泉を汲
み上げる設備であり、当該温泉井戸に設置している揚湯用ポンプの撤
去及び設置等を行うものである。その施工にあたっては、ポンプの適
正な設置位置を判断するうえで、最初の施工時に得られた経験及び
知識がなければ、当該温泉井戸内の構造や湧出状況等を的確に把握
できないことや、当該ポンプを含めた温泉揚湯設備の調整を行うに
は、その機能や構造等を熟知しておく必要があるため、同一施工者以
外の者に施工させた場合、契約の目的を達成することができないこと
から、本設備の設計及び施工業者である右記業者と随意契約するも
の。

所在地　長崎県佐世保市柚木元町2192番地
会社名　（株）長崎地研
代表者　代表取締役　山口　和登

28,512,000円 平成31年2月1日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号


