
大友氏館跡庭園整備実施計画・実施設計業務委託 

簡易公募型プロポーザル実施要項 

 

１．業務名称   

 大友氏館跡庭園整備実施計画・実施設計業務委託 

 

２．業務目的 

平成27年度に策定した「史跡大友氏遺跡整備基本計画（第1期）」では、空間体験を通じ

た歴史学習の場としての活用をめざして大友氏館の中に存在した庭園遺構の早期復元整備

にむけた考え方を示し、平成28年度の「大友氏館跡庭園整備基本設計」において、復元整

備の内容・根拠・手法等を取りまとめ、復元整備イメージ図を作成した。 

本業務委託は、庭園およびそれに関わる遺構の復元整備や設備、公開活用に必要な諸施

設等の設置について検討を行い、併せて、工事に必要な土量等を計るための敷地測量、遺

構の保護材に最適な材料と工法を選定するための試験・検証を行い、実施設計検討報告書

ならびに大友氏館庭園跡の復元にむけた実施設計図書を作成することを目的とする。 

 

３．業務内容 

 

（1）対象範囲  大友氏館跡庭園エリア（約7,500㎡） 

 

（2）平成28年度までの成果 

本業務委託は、史跡を将来にわたって確実に保存することを第一義とし、発掘調査の

情報を基に、できるだけ精度を高め、当時のすがたの復元をめざして行うものである。

その方針や整備手法等については『大友氏館跡庭園整備基本設計報告書』（以下、「基

本設計報告書」とする。）に掲載していることから、本プロポーザルへの参加を希望し、

技術提案の意向を有す者は『基本設計報告書』の内容を把握・理解しておくこと。 

 

（3）本業務において、技術提案を求める課題は以下に示す事項とする。 

  ①石及び植栽整備と保護層との調整 

  ②遺跡保護及び整備の基盤となる保護層（止水層）の構造や材質の選定方法 

  ③池水の維持管理をふまえた設計 

 

（4）検討・作業項目 

①現況の確認 

A）上位計画等の確認  

B）用地境界及び史跡範囲の確認  

C）地形・水準測量の資料と現地確認 

D）既存施設、地下埋設物、障害物の有無 

F）土壌、土質、地質に関する資料と現地確認  

 

 

 

 



②設計条件の確認及び整理 

A）関連機関等との調整内容等の確認 

B）周辺地権者との調整内容等の確認 

・地下水利用にともなう周辺地との関係性の整理 

C）現状変更等の許可申請等に関わる事項の確認 

D）委員会の指導、指摘事項の確認 

 

 ③実施設計の検討 

   A）遺構保存の工法及び材料 

   B）遺構の復元修理等に関わる意匠、工法・構造及び材料（使用予定材料の工学的、 

保存科学的試験を含む） 

   C）地盤調査結果の解析及び検討 

   D）造成及びこれに関わる防災機能の構造と配置 

      ※防災機能とは、主に激しい降雨後の整備対象地の保護・保全対策をいう。 

      ※対象地は、地形的特徴から水が溜まり易く、そのため園池の維持管理に 

       支障をきたすことが考えられる。 

 E）復元及び修景植栽の選定と配置 

   F）公開・活用に関わる施設の意匠、配置、耐久性、構造上の安全性 

   G）排水・設備計画 

   H）仮設計画 

  I）工程計画（年次区分） 

   J）施工区分（工事期間の公開計画） 

 

④実施設計図の作成 

A）敷地造成設計  切・盛土、法面、盛土材、遺構養生、築山等の造成に係る図面 

   B）縦横断設計   切・盛土の形状及び数量算出のための縦横断設計図 

   C）園池等復元修理 庭園に関連する遺構の復元にかかる設計図面 

設計            

   D）遺構表示設計  遺構平面展示、池・井戸等といった平面表示を主とした 

整備の設計図面 

   E）植栽設計    植栽基盤設計、植栽計画、復元的植栽、法面・平面洗掘防止 

地被植栽、修景植栽生垣植栽の植え付け方法を示す設計図面 

   F）説明・案内施設 説明板、案内板の仕様・構造を示す設計図面 

設計  

   G）構造物設計   庭園域を囲む遮蔽施設、土止擁壁の仕様・構造を示す設計図面 

   H）給排水設備設計 給排水設備（ポンプ設備図・配管図）の設計図面 

   I）電気設備設計  照明配置図 電気設備引込配管図 

   J）見学施設設計  公開活用施設設計図、園路平面・標準断面図、来園者階段、 

橋構造設計図 

    

⑤数量および工事費算出 

    工種ごとに必要な材料及び工事に要する数量を計算し、工事費の積算を行う。数

量については、特殊な工種が含まれる項目は、過去の事例、見積依頼をした場合は

その比較検討、また試験施工の成果に基づいて作業の歩掛を作成するなど、その計

算の根拠を明確に示すこと。 



    植栽樹木及び補充石材の選定については、大友氏館跡庭園整備検討委員会との調

整を十分に図る必要がある。 

    【費用積算の対象外】 

・景石レプリカ製作にかかる費用積算については本業務に含まない。但し、 

      景石レプリカ設置工事にともなう費用は積算の対象とする。 

  

⑥工事特記仕様書等の作成 

    工事（特殊工法を含む）にともなう特記事項について仕様を示した特記仕様書の

作成を行う。 

 

⑦とりまとめ 

    実施計画・実施設計検討報告書にともなう資料や各打ち合わせ協議の要点整理等

のとりまとめ並びに編集等を行う。 

 

⑧打ち合わせ協議 

  設計内容の打合せ   教育委員会及び工事発注部局と史跡の保存整備、設計内容に 

関する打合せを行う。  

  関係機関協議・調整  市・公園、市・上下水道、市・消防、大分県、JR 九州、電力

会社その他関係機関との協議及び調整を行う。 

   

 ⑨委員会の運営補助 

   外部の検討委員会の開催（3回程度）に際して必要とされる資料を作成するとともに

議事録作成等、その他個別の打ち合わせが発生した場合は必要に応じて対応するも

のとする。   

     ・大友氏館跡庭園整備検討委員会（3回程度） 

  （概説）本検討委員会は、大友氏館跡庭園遺構の適切な整備、活用等を図るとともに 

      学術的な指導及び助言を行うことを目的として、専門的事項について検討・

審議を行う。 

 

⑩敷地測量 

   平面測量（1/300） 

    ・平面測量は、庭園部分の発掘調査図を参考とし、その周辺部の測量結果を 

組み込んだ対象地の平面図を作成する。 

    ・計画対象地及び隣接する道路敷地等にある電気、ガス、水道等のインフラ、 

縁石や標識などの道路付属構築物や工作物を記載する。 

   縦横断測量（10ｍピッチ） 

    ・護岸及び州浜等の形状、保護盛土の形状を示し、その土量等の算出を行うため 

     10ｍメッシュの縦横断図を作成する。 

    ・測量作業を実施する前に庭園遺構図を参照し、測量にかかる必要な情報整理を 

しておくこと。 

・情報整理を行った後、詳細な測量が必要と判断される部分については 50 ㎝～1

ｍピッチによるメッシュ測量を行い、縦横断図を作成する。 

     【現時点での詳細測量が必要と判断される地点】      

      中島 1及び中島 2周辺 

      東滝、南滝 



      東池護岸石部 

      東池南斜面～中島 2へと繋がる地点 

      南滝～中島 2南西部 

      北溝と園池の接続部分 

      南池北斜面（州浜～景石間） 

 

⑪地盤調査 

   土質試験（復元整備後の池底面で使用する止水層材の検討と試験練り） 

    ・復元後の池底の基盤となる止水層及び保護盛土層等に使用する土を決定する 

ために、庭園遺構の池底の土質試験を行う。また、池底材のサンプルを 3点 

作成し、土の配合まで決定する。 

     

⑫委託成果品（電子データ一式・各出力紙 2部） 

実施計画・実施設計検討報告書 

整備全体計画図 

敷地造成平面図    

敷地縦横断面図 

   園池等復元修理設計図     （滝石組・護岸石組・州浜等修理・石敷等復元整備） 

   遺構表示設計図        （井戸・小池・溝・視点場） 

   中島造形設計図 

 築山造形設計図         

植栽設計図          （復元植栽・修景植栽・その他）  

   説明・案内施設計画及び設計図 （桟敷状構造物含む）   

遮蔽施設設計図        （出入口施設含む） 

土止擁壁設計図         ※設置が必要となった場合とする 

給排水設備設計・配管図 

   電気設備設計図     

   見学施設設計図 

   工事数量計算書 

     工事特記仕様書 

敷地測量に係る成果品一式     

   分析調査に係る成果品一式 

 

（5）所有権並びに著作権 

  成果品及び委託業務で得た資料の所有権及び著作権については大分市に帰属する。 

 

（6）貸与資料 

    ・埋蔵文化財確認調査報告書『大友氏館跡2』（PDF版） 

 ・『史跡大友氏遺跡整備基本計画（第1期）』 

 ・「大友氏館跡庭園整備基本設計」 

・大友氏館跡庭園遺構実測図（1/20測量） ＊原図は貸与しない 

 ・大友氏館跡庭園遺構3D計測図                            



    ・大友氏館庭園遺構古環境分析資料 

・大友氏館跡庭園整備検討委員会資料（平成28年度）                              

    ・大友氏館現況測量図データ（2014年測量 1/500）                                              

    ・その他本業務に必要な資料 

なお、資料の提供方法については、必要に応じてデータ等で提供する。 

（7）その他 

  本要項に定めのない事項については、協議の上、これを定めることとする。 

 

４．業務上の留意事項 

  業務の遂行にあたっては、次の事項に留意すること。 

 （1）受託者は、業務上知り得た秘密事項（個人情報等）を他人に洩らしてはならない。

業務終了後も同様とする。また、本業務の過程で作成される中間作成物を含む成果

品全てについて、委託者の許可無く他に公表・貸与してはならない。 

 （2）受託者は、本業務に伴って委託者より提供された資料等について、本業務以外の目

的で公表・貸与・使用してはならない。また、本業務を目的とする公表・貸与等に

ついても、原則として委託者の許可を得らなければならない。 

（3）業務の実施にあたっては、文化財保護法をはじめ関連する諸法規を遵守し、また関

係官公署に対する手続きを遺漏なく行う。 

（4）受託者は、本業務に関して関係官公署への交渉を要する時、また関係官公署から交

渉を受けたときは遺漏なく委託者と協議し、その指示により措置を講ずるものとす

る。 

（5）史跡大友氏遺跡整備検討委員会、大友氏館跡庭園整備検討委員会の意向を十分留意 

すること。 

 （6）本市のホームページで公開している『史跡大友氏遺跡保存管理計画書』『史跡大友 

氏遺跡整備基本計画（第 1期）』について把握し、整合性を図ること。 

 （7）受託者は、業務を円滑に遂行するために、随時本市と打合せを行うこととする。 

 （8）業務完了後、受託者の責めに帰すべき理由による報告書の不良個所が発見された 

場合は、速やかに委託者が必要と認める訂正、補足その他必要な措置を行うもの 

とし、これに対する費用は受託者の負担とする。 

 

５．提案上限額 

29,350,000円（消費税及び地方税相当額を含む）  

             

６．委託業務期間 

    契約締結日～平成 30年 2月 15日まで 

 

７．参加資格要件 

  本プロポーザルに参加できる者は、参加申込書の提出日において、次に掲げる条件を

全て満たす者であること。 

 （1）地方自治法施行令第 167条の 4に該当する者でないこと。 

（2）大分市測量・建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査要綱（平成 17年 

大分市告示第 1700号）により、入札参加資格の認定を受けている者であること。 



 （3）公告日から契約候補者特定の日までの間のいずれの日においても、大分市建設工事 

等に係る指名停止等の措置に関する要領（平成 12年大分市告示第 477号。以下「指 

名停止要領」という。）に基づく指名停止期間中でないこと。 

     ※なお、優秀提案者に選定された場合であっても、契約締結までの間に、本市

から大分市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要領に基づく競争入

札参加停止の措置又は競争入札参加資格の取消の措置を受けた場合は、契約

の相手としないことがある。 

（4）公告日から契約候補者特定の日までの間のいずれの日においても、大分市が行う契 

約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成 24 年大分市告示第 377 号。以下「排

除措置予行」という。）に基づく排除措置期間中でないこと。 

 （5）公告日以前 3カ月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実 

    または銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこ 

と。 

 （6）会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17年法律第 87号）第 64 

条の規定による改正前の商法（明治 32年法律第 48号）第 381条（会社法の施行に 

伴う関係法律の整備等に関する法律第 107条の規定によりなお従前の例によること 

とされる場合を含む。）の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法（平 

成 16年法律第 75号）第 18条第 1項若しくは第 19条の規定に基づく破産手続開始 

の申立て、会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定に基づく更生手続 

開始の申立てまたは民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく 

再生手続き開始の申立てがなされている者（会社更生法の規定に基づく更生手続開 

始の申立てまたは民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者 

であって、更生計画の認可が決定し、または再生計画の認可の決定が確定した者を 

除く。）でないこと。 

（7）平成 19年度（平成 19年 4月 1日）以降、元請けとして公示日までに完了した業務

において以下に記載する「同種又は類似業務」の実績を有すること。     

・同種業務：庭園の復元整備もしくは保存修理にともなう設計業務（基本、実施又は

その両方） 

    ・類似業務：庭園又はその他の史跡の復元整備にともなう設計業務（基本、実施又は

その両方） 

（8）（7）の実績をもつ技術者を、当該業務の担当技術者として配置できること。 

（9）本プロポーザルに共同企業体（以下、「JV」という。）として参加する場合は、次の 

全ての要件を満たすこととする。 

  ・各構成員が上記（1）～（4）に示す要件を満たすこと。 

・（7）（8）に関しては、構成員のどちらかが要件を満たすこと。 

 ※ただし、各構成員は、その他 JVの構成員及び提案者になっていないこと。 

 

 

８．質問及び回答  

 

（1）質問の受付期間 

    公告日から平成 29年 5月 12日（金）17時 15分まで 

 

（2）質問方法 

①文書（様式第 1号）により行うものとし、持参・郵送（必着）・ファックス・    



電子メールのいずれかの方法とする。 

②文書には貴社の担当窓口の部署、担当者氏名、電話、ファックス番号、電子

メールアドレスを併記すること。 

 

（3）提出先 

    〒870-8504大分市荷揚町 2番 31号 大分市役所第 2庁舎 6階 

    大分市教育委員会教育部文化財課 史跡整備担当班 

    E-mail：bunkazai2@city.oita.oita.jp 

    TEL：097-537-5639 

    FAX：097-536-0435 

 

（4）回答 

     平成 29 年 5 月 16 日（火）までに全ての質問に対して、質問者等を伏せて本

プロポーザル参加者全員に電子メールで回答する。 

 

９．参加申込書提出 

   本プロポーザルへの参加意向者は、下記のとおり申込をすること。 

 

（1）提出書類 

   ①「参加申込書」（様式第 2号） 

   ②会社の概要が分かる書類（任意様式・パンフレット可） 

   ③本業務と同等程度の履行実績が分かる書類 

事業実績表及び契約書（履行期間、契約金額、契約者の押印等が確認できる頁の）の 

写し等 

 

（2）提出期限・提出方法 

    平成 29年 5月 23日（火）正午までに、持参、郵送（必着、書留郵便に限る）に

よる。 

 

（3）提出部数 

    各 1部  

 

（4）提出先 

    〒870-8504大分市荷揚町 2番 31号 大分市役所第 2庁舎 6階 

    大分市教育委員会教育部文化財課 史跡整備担当班 

    E-mail：bunkazai2@city.oita.oita.jp 

    TEL：097-537-5639（直通） 

 

（5）参加資格確認結果の通知 

     申込書の参加資格を確認し、参加資格の有無に関わらず結果を全提出者に書面

により速やかに通知する。併せて、参加資格を満たす者に対して、提案書等の提

出を依頼します。  

 

（6）その他 

 ①実施要項等については、本市のホームページからダウンロードすること。 

mailto:bunkazai2@city.oita.oita.jp
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②参加意向者に対して本要項 3（6）で示す資料を貸与する。 

 

 

 

１０．提案書等の提出  

（1）提出書類の内容及び留意事項 

記載事項 様式 留意事項 

参加申込書 様式第 2号 ・プロポーザルの参加に対する意思確認をする。 

※参加意向者に対して本要項 3（6）で示す資料を貸与する。 

技術提案書 様式第 3号 ・連絡先には、担当者氏名、部署、電話、ファックス番号、電子メ

ールアドレスを必ず記載する。 

業務実施体制 様式第 4号 本業務は、都市公園事業地において発掘調査で確認された庭園遺構

の復元整備という特殊性のある業務であるため、組織としての取組

み体制を判断する参考として、下記の項目について記載すること。 

・配置予定の管理技術者、照査技術者及び担当技術者を記載する。 

・貴社以外の企業に属する者を担当技術者とする場合には、企業名

等も記載する。 

・他のコンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合または

学識経験者等の技術力を受けて業務を実施する場合は、再委託先

又は協力先、その理由（企業の技術的特徴等）を記載する。但し、

業務の主たる部分を再委託してはならない。 

予定管理技術

者・予定技術者

の同種又は類似

業務実績（過去

10年間） 

様式 

第 5・6号 

・予定管理技術者及び予定技術者が過去 10年間に従事した庭園の復

元整備もしくは保存修理にともなう設計業務（基本、実施又はその

両方）、庭園又はその他の史跡の復元整備もしくは保存修理にと

もなう設計業務（基本、実施又はその両方）の実績について記載す

る。 

・記載する事務は、過去に従事し、完了した事務とする。 

・貴社以外が受託した事務実績を記載する場合には、当該業務を受

託した企業名等も記載する。 

業務の実施方針 様式第 7号 ・本業務の目的及び内容の特徴をふまえ、業務へ取り組むための実

施方針（貴社の基本的な考え方や業務の進め方）を記載する。 

・業務工程計画を記入すること。 

・記載は簡潔に A4 ,1枚とする。但し、業務工程計画は、別途 A3,1

枚にまとめることも可とする。 

課題に対する提

案 

様式第 8号 ・技術提案を求める課題について、その解決に向けた手法を簡潔に

記載すること。 

・記載にあたり、1テーマ、A4,1枚に記載すること。 

・記載にあたり、概念図やイラスト等を用いることは支障ない。 

参考見積 様式は任意 ・概算見積もりは、業務内容の配分を確認する意味のもので、見積

もり額により特定することはない。 

 

 

（2）提出提案書等（様式第 2～8号及び参考見積）の提出期限・提出方法 

  ①提出期限  平成 29年 6月 7日（水）17時 15分まで 



②提出方法  持参または郵送（必着、書留郵便に限る）による。 

 

（3）提出先 

   〒870-8504 大分市荷揚町 2番 31号 大分市役所第 2庁舎 6階 

   大分市教育委員会教育部文化財課 史跡整備担当班 

   TEL：097-537-5639（直通） 

 

（4）提出部数 

   正本 1部  副本 7部（正本 1部以外はコピー可とする。） 

    内容の確認が困難な場合は、カラーで作成すること。 

 

（5）その他 

    ・特別な理由なく提出期限に遅れた場合は、失格とする。 

    ・提案書の作成にかかる費用は、提案者の負担とする。 

    ・提出書類は、A4判 縦の左綴じ 2穴ファイル綴りで横書きとします。 

      資料の作成上、A3判を利用した方が確認しやすい場合は、A3判の利用は可と

する。 

    ・提出された書類は理由の如何に問わず返却しない。 

    ・提案提出後において、記載された内容の追加及び変更は認めない。 

  

１１．事業選定までの予定スケジュール 

 項    目 期 間 等 

1 公募開始 平成 29年 5月 10日（水) 

2 質問書の提出期限 平成 29年 5月 12日（金）17時 15分まで 

3 質問書に対する回答 平成 29年 5月 16日（火） 

4 参加申込書の提出期限 平成 29年 5月 23日（火）正午まで 

5 参加資格確認結果の通知 平成 29年 5月 26日（金） 

6 提案書の提出期限 平成 29年 6月 07日（水）17時 15分まで 

7 プレゼンテーション・ヒアリング実施 平成 29年 6月 09日（金）予定 

8 選定結果の通知・公表 平成 29年 6月 13日（火）予定 

9 契約内容の調整 平成 29年 6月 15日（木）～6月 23日（金） 

 

１２．選定 

（1）選定対象 

    選定するにあたり、参加申込者のうち参加資格を有する者に対し、提案書の提出

を依頼するとともに、プレゼンテーション・ヒアリングを実施し、選定委員会によ

る審査を行う。 

 

（2）選定方法 

    提出された提案書等及びヒアリングの実施により、大分市職員で構成する選定委 

員会において評価基準により最も優秀なものを優秀提案者として、また、次点まで 

を選定します。なお、具体的な評価項目及び基準と配点は、別途「評価基準」によ 

る。 

 



（3）プレゼンテーションの実施 

   ①日 時 平成 29年 6月 9日（金） ＊予定 

   ②出席者 配置予定管理技術者並びに配置予定担当技術者を含む 3名以内 

③内 容 提出された業務の実施方針・課題に対する提案（様式-7・8）を基に 

プレゼンテーションを行う。 

④時 間 30分以内とする。 

提案書説明 20分、質疑応答 10分程度、機器等の設置・撤去時間を含む。 

   ⑤設 営 プロジェクター・パソコンを使用する場合は事前連絡の上、提案者が 

準備すること。 

   ⑥その他 順番は提案書の受付順とする。     

        プレゼンテーション時の追加資料の提出及び提示は認めない。 

 

（4）選定基準 

    すべてのプレゼンテーション終了後、次に掲げる審査項目、配点に基づき、選定

員が採点した合計得点を集計し、最高得点者が複数いる場合には、その中の見積り

額の一番低い者を選定する。 

 

 
評価基準 配点 

1 配置予定技術者の同種又は類似事業実績（過去 10年間） 25点 

2 業務の実施方針 25点 

3 課題に対する提案 50点 

 合   計 100点 

     

（5）審査過程の非公開 

選定委員会は非公開とする。また、審査結果及び審査内容についての質問・異議 

申し立ては一切受け付けない。 

 

（6）選定結果の通知・公表 

    選定結果は、選定会の実施から 10日以内に全提案者に対して文書にて通知する。 

併せて、市のホームページにおいて、速やかに契約候補者名を公表する。 

 

１３．欠格事由 

  参加者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

  （1）提出書類に虚偽の記載があった場合 

  （2）本実施要項に違反があった場合 

（3）公正に欠いた行為があったとして選定委員会が認めた場合 

  （4）提出書類に不備、錯誤があり、選定委員会が再提出を指示した場合にも関わらず 

期限内に提出されなかった場合 

  （5）正当な理由なくプレゼンテーション・ヒアリングに応じなかった場合 

  （6）公告の日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合 

  （7）その他、選定委員会が不適当と認めるとき 

 



１４．契約 

（1）契約候補者と市との協議により、業務内容等について調整を行い、仕様を確定さ 

せる。最も優秀と認められる提案者と契約締結に至らない場合についても、次点

の事業者と業務委託契約手続きを行う。 

（2）委託業務に係る仕様を確定させた上で、契約候補者と契約を締結する。 

 

１５．留意事項 

（1）提出された提出物の一切の書類は返却しない。 

  （2）提案書等に関する著作権は、これを提出したプロポーザル参加者に帰属する。 

  （3）提案書の提出は、1事業につき 1案とする。 

（4）本プロポーザルに係る費用は、すべて参加業者の負担とする。 

（5）原則として提案書等に記載された内容の変更を認めない。また、提案書等に記載

した技術者は、原則として変更できないこととする。ただし、やむを得ない理由

により変更を行う場合は、同等以上の技術者であることとし、併せて発注者の了

解を得なければならない。 

  （6）参加業者が 1社であっても本プロポーザルを実施し、審査の結果、業務を適切に

実施できると判断された場合には当該参加者を契約の相手方として選定する。 

（7）本プロポーザルは、事業者の選定を目的としたもので、契約締結後の業務におい

て、必ずしも本プロポーザルの提案に沿って実施するものではない。 

    

１６．連絡先（事務局） 

 〒870－8504 大分市荷揚町 2番 31号 大分市役所第 2庁舎 6階 

大分市教育委員会 教育部 文化財課 

 史跡整備担当班  担当：佐藤・吉田 

 TEL：097-537-5639（直通） 

 FAX：097-536-0435 

 E-mail：bunkazai2@city.oita.oita.jp    
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