




総事業費 107,317,331 

交付金充当額 107,301,031 
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うち経済産業省分 · 107,301,031

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

空気調和機(2F機械室）更新工事 一般競争入札 （株エ ー オ ー アイ ・ ユニタン 41, 964, 923 

文化ホ ール内部改修工事 一般競争入札 後藤総合工業（株） 65, 055, 408 

一般競争入札 玄武電設（株） 297, 000 

交付金事業の担当課室 企画部文化国際課
交付金事業の評価課室 企画部文化振興課







交付金事業の総事業費 令和元年度 備 考等
総事業毀 25, 770, 096 

交付金充当額 25, 770, 096

！うち文部科学省分
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「うち経済産業省分 25, 770, 096 

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

舞鶴テニスコ ー ト金網張替 一般競争入札 （株） H建総合建設 · 25, 770, 096円工事

交付金事業の担当課室 企画部スポ ー ツ振興課
交付金事業の評価課室 企画部スポ ー ツ振興課







交付金事業の総事業費 平成30年度 令和元年度 備 考等
総事業費 5, 354, 640 5, 225, 220 
交付金充当額 ゜ 5, 225, 220 
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i うち経済産業省分 5, 225, 220 
交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

向原公園テニスコ ー ト改修 一般競争入札 （株）アバンテクノス 5, 225, 220円工事

交付金事業の担当課室 企画部スポ ー ツ振興課
交付金事業の評価課室 企画部スポ ー ツ振興課







交付金事業の総事業費
等

令和元年度 備　考

総事業費 18,008,760

うち経済産業省分 17,485,985

交付金事業の契約の概要

交付金充当額 17,485,985

うち文部科学省分

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

㈲豊通信 468,600円
㈲常幸工業 7,904,160円

㈲岩本総合設備 1,210,000円
㈲藤蔵建設 8,129,000円

三佐仲よしプール多目的ト
イレ整備工事

㈲岩本総合設備 297,000円

一般競争入札

随意契約（見積合わせ）

交付金事業の担当課室 企画部スポーツ振興課

交付金事業の評価課室 企画部スポーツ振興課

随意契約（見積合わせ）

一般競争入札
随意契約（見積合わせ）







交付金事業の総事業費 令和元年度 備 考
等

総事業費 19, 729, 952 

交付金充当額 19, 729, 652 
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うち経済産業省分 19, 729, 652 

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約())方法 契約の相手方 契約金額

南大分体育館アリ ー ナ屋上
一般競争入札 （株） トミオ大分 19, 729, 952円

防水シー ト改修工事

交付金事業の担当課室 企画部スポ ー ツ振興課
交付金事業の評価課室 企画部スポ ー ツ振興課







交付金事業の総事業費
令和元年度 備 考等

総事業費 111,641,530 
交付金充当額 111, 620, 530 
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！うち経済産業省分 111, 620, 530 

交付金事業の契約の概要
契約の目的 契約のガ法 契約の相手ガ 契約金額

日吉原レジャ ープー ル改修
一般競争入札 （株）ハウジングトップ 111, 641, 530円工事

交付金事業の担当課室 企画部スポ ー ツ振興課
交付金事業の評価課室 企画部スポ ー ツ振興課




