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兵庫県告示第129号
測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省近畿地
方整備局六甲砂防事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。
令和３年２月９日
兵庫県知事 井 戸 敏 三
１ 作業種類
公共測量（用地測量）
1
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２ 作業期間
令和３年２月１日から同年３月10日まで
３ 作業地域
神戸市東灘区本山町北畑地内

兵庫県告示第130号
測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、兵庫県知事から次
のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。
令和３年２月９日
兵庫県知事 井 戸 敏 三
１ 作業種類
公共測量（２級基準点測量、４級基準点測量及び現地測量）
２ 作業期間
令和３年１月20日から令和４年２月28日まで
３ 作業地域
朝来市生野町円山地内

兵庫県告示第131号
測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、姫路市長から次の
とおり公共測量を実施する旨の通知があった。
令和３年２月９日
兵庫県知事 井 戸 敏 三
１ 作業種類
公共測量（道路台帳）
２ 作業期間
令和３年１月14日から同年３月31日まで
３ 作業地域
姫路市全域

兵庫県告示第132号
測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、宝塚市長から次の
とおり公共測量を実施する旨の通知があった。
令和３年２月９日
兵庫県知事 井 戸 敏 三
１ 作業種類
公共測量（道路台帳図データ更新）
２ 作業期間
令和３年２月５日から同年３月31日まで
３ 作業地域
宝塚市全域

兵庫県告示第133号
測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、西宮市長から次の
とおり公共測量が終了した旨の通知があった。
令和３年２月９日
兵庫県知事 井 戸 敏 三
１ 作業種類
公共測量（４級基準点の復旧測量（再設）
）
2
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２ 作業期間
令和２年12月７日から令和３年１月４日まで
３ 作業地域
西宮市甲子園口四丁目地内

兵庫県告示第134号
測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、独立行政法人都市
再生機構西日本支社長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知があった。
令和３年２月９日
兵庫県知事 井 戸 敏 三
１ 作業種類
公共測量（４級基準点測量）
２ 作業期間
令和２年11月24日から令和３年１月12日まで
３ 作業地域
伊丹市寺本四丁目の一部

兵庫県告示第135号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、急傾斜
地崩壊危険区域を次のとおり指定する。
なお、その関係図面は、阪神北県民局宝塚土木事務所及び猪名川町役場に備え置いて縦覧に供する。
令和３年２月９日
兵庫県知事 井 戸 敏 三
指定区域
区 域 名 市郡名 区 町 名 町 大 字 名 小字名
伏 見 台 川 辺 郡 猪名川町 内
３ 丁 目

馬

場 嶮

地

番

尾 64番の一部

伏見台３丁目

２番110の一部、２番111の一部

兵庫県告示第136号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、急傾斜
地崩壊危険区域を次のとおり指定する。
なお、その関係図面は、但馬県民局養父土木事務所及び養父市役所に備え置いて縦覧に供する。
令和３年２月９日
兵庫県知事 井 戸 敏 三
指定区域
区 域 名 市 郡 名 区町名 町 大 字 名 小 字 名
椿色(2) 養 父 市

八鹿町石原 向

地

番

田 754番、755番、757番、758番、759番１から
759番３まで、760番から767番まで、768番
１から768番３まで、769番、771番から774
番まで、775番の一部、776番、777番の一部、
778番の一部、755番地先の道路敷、759番１
から761番に至る地先の道路敷の一部、762
番から763番に至る地先の道路敷の一部、
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771番から774番に至る地先の道路敷の一
部、772番地先の道路敷、773番地先の道路
敷、777番地先の道路敷の一部、775番から
778番に至る地先の水路敷の一部
家 ノ 奥 1743番１の一部、1743番２の一部、1744番
の一部、1745番、1746番

兵庫県告示第137号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとお
り認可した。
令和３年２月９日
兵庫県知事 井 戸 敏 三
１ 施行者の名称
姫路市
２ 都市計画事業の種類及び名称
中播都市計画公園事業
４.３.104号 糸引公園
３ 事業施行期間
平成24年10月30日から令和７年３月31日まで
４ 事業地
(1) 収用の部分
変更なし
(2) 使用の部分
なし

兵庫県告示第138号
平成６年兵庫県告示第1761号（建築基準法施行規則第11条の３第１項の規定による区域の指定）は、廃止す
る。
令和３年２月９日
兵庫県知事 井 戸 敏 三

公

告

兵庫県ホームページコンテンツ管理システム開発等業務に係るプロポーザルの実施
兵庫県ホームページコンテンツ管理システム開発等業務を行う事業予定者を決定するため、プロポーザルを
実施する。
令和３年２月９日
契約担当者
兵庫県知事 井 戸 敏 三
１ 趣 旨
ユーザー（県民）が求める情報にストレスなくたどり着くだけでなく、アクセスすることにより関連
情報や興味のある情報を思いもよらず発見し、より広く深く県の情報を入手することを通じて、県と県
民との距離を縮めることを目的とする。
２ プロポーザルの概要
(1) 名 称
兵庫県ホームページコンテンツ管理システム開発等業務に係るプロポーザル
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(2) 募集内容
次に掲げる事項についての企画提案
ア コンテンツ管理システムに係る事項
イ 県ホームページを安定稼働させる保守管理・セキュリティの体制内容に係る事項
ウ ホームページを作成するデザイン能力に係る事項
エ スマートフォン及びタブレット等での閲覧に係る事項
オ ウェブアクセシビリティ及びユニバーサルデザインに係る事項
カ 既存コンテンツの円滑な移行に係る事項
キ その他、特にＰＲすべき事項
(3) 主催者及び事務局
ア 主催者
兵庫県（以下「県」という。
）
イ 事務局
兵庫県企画県民部知事公室広報戦略課
〒650-8567 神戸市中央区下山手通５―10―１（兵庫県庁第２号館４階）
電話（078）362－3016 ＦＡＸ（078）362－3903
３ 提案参加者の資格に関する事項
提案参加者は、次の事項の全てに該当する者とする（グループを構成して提案を行う場合、グループを代
表する者を「代表企業」
、その他の者を「グループ構成企業」という。
）
。
(1) 代表企業（単独企業を含む。以下同じ。
）が令和２・３・４年度の県の物品関係の入札参加資格者名簿に
登録されている者又は登録されていない者で、参加資格審査書類の受付締切日までに出納局管理課に申請
し、選定事業者の契約の日までに物品関係の入札資格者として認定される見込の者であること。
(2) 代表企業及びグループ構成企業のいずれもが、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の
規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。
(3) 代表企業及びグループ構成企業のいずれもが、参加資格審査書類の受付開始日から選定事業者の契約の
日までの間に、県から指名停止の措置を受けていない者であること。
(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225
号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 企業グループによる参加の場合は、企業グループの全ての構成員が、上記(1)から(4)までの各要件を全
て満たしており、企業グループの構成員が、単独又は他の企業グループの構成員として、本プロポーザル
の調達に参加していないこと。
(6) 代表企業又はグループ構成企業のいずれかが、兵庫県内又は近隣府県（兵庫県本庁舎より公共交通機関
で１時間以内）に兵庫県ホームページコンテンツ管理システムのサポート拠点を持つこと。
４ 応募手続
(1) 募集要項の配布
ア 配布方法
募集要項は、事務局において配布する。
イ 配布期間
令和３年２月９日（火）から同月17日（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。
）の午前９時から
午後５時まで（正午から午後１時までを除く。
）
(2) 参加資格審査申請の受付
ア 参加資格審査の内容
「３ 提案参加者の資格に関する事項」について審査する。
イ 提出書類（各１部）
(ｱ) 参加資格申請書
(ｲ) 会社概要
(ｳ) 物品関係入札参加資格審査結果通知書（写）
(ｴ) 物品関係入札参加資格申請中の者については、上記(ｳ)に代えて物品関係入札参加資格審査申請書
（写）及び到達確認通知
(ｵ) 委任状
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(ｶ) グループ構成表明書
(ｷ) 業務分担予定表
ウ 受付方法
事務局宛てに郵送（書留）
、信書便（書留に準ずるもの）
（以下「郵送等」という。
）又は持参によるこ
と。
エ 受付期間
令和３年２月９日（火）から同月17日（水）まで（持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く。
）
の午前９時から午後５時まで（持参の場合は、正午から午後１時までを除く。
）
なお、郵送等による場合は、令和３年２月17日（水）午後５時必着とする。
オ 参加資格審査結果の通知
令和３年２月22日（月）付けで郵送文書により通知する。
応募図書の提出は、審査結果で参加を認められた者のみできるものとする。
(3) 応募図書の受付
ア 受付方法
事務局宛てに郵送等又は持参によること。
イ 受付期間
令和３年２月25日（木）から同年３月４日（木）まで（持参の場合は、土曜日及び日曜日を除く。
）の
午前９時から午後５時まで（持参の場合は、正午から午後１時までを除く。また、令和３年３月４日（木）
については、午前９時から正午まで）
なお、郵送等による場合は、令和３年３月４日（木）正午必着とする。
５ 応募図書
(1) 応募図書の種類
ア 応募申込書
イ コンテンツ管理システム概要
ウ ネットワーク構成簡易説明図
エ 保守・セキュリティ体制図
オ 県ホームページの各デザイン案
①総合トップページ、②特集ページ、③末端ページ、④災害時総合トップページ
※パソコン閲覧用とスマートフォン閲覧用の各２種類用意すること。
カ デザイン案説明書（特長、作成意図等を記載）
キ 委託業務担当予定者の経歴等
ク 委託業務に係る見積書
(2) 応募図書の形式及び内容
募集要項のとおり
(3) 留意事項
ア 応募図書の著作権は、応募者に帰属する。
（ただし、県は、応募図書の資料を当選者の発表まで利用できるものとする。
）
イ 応募図書は、非公開とする。
ウ 応募図書は、返却しない。
６ 応募に要する費用
応募に要する費用は、応募者の負担とする。
７ 当選者の選考、決定及び通知の方法
(1) 選考方法
ア 提出された応募図書を事務局で審査し、プレゼンテーション審査に進む応募者を決定する。
イ 本プロポーザルの応募者は、20分間の所要時間でプレゼンテーションを行う。
ウ 応募者のプレゼンテーション終了後、県が設置する審査会において審査の上、最も優れた企画提案内
容を選定する。なお、場合によっては、上位候補者に対し、追加でヒアリングを行うことがある。
エ 県は、審査会の選考結果に基づき、当選者を決定する。
(2) 発表方法
当選者の名称は、応募者全員に対し、文書で通知する。問合せには一切応じない。
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審査対象からの除外（失格事由）
ア

「３

イ

募集要項に違反し、又は著しく逸脱した場合

提案参加者の資格に関する事項」に該当しない場合

ウ

審査会の委員等に対して、直接又は間接を問わず故意に接触を求めること。

エ

応募図書に虚偽の記載を行うこと。

オ

その他選定結果に影響を及ぼすおそれがある不正行為を行うこと。

８ 当選後の取扱い
当選者は、兵庫県ホームページコンテンツ管理システム開発等業務に係る事業予定者となる。
９ その他の応募条件等
兵庫県ホームページコンテンツ管理システム開発等業務に係る本プロポーザル募集要項による。

都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告
都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完
了した。
令和３年２月９日
兵庫県知事 井 戸 敏 三
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
芦屋市岩園町１番１から１番12まで
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称
大阪市北区梅田３丁目３番５号
大和ハウス工業株式会社 支配人 山 﨑 考 平
３ 許可年月日及び許可番号
令和３年１月12日
兵庫県指令神北（宝土）
（建）第１－５－４号（１芦屋）

都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告
都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完
了した。
令和３年２月９日
兵庫県知事 井 戸 敏 三
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
加古郡稲美町六分一字相ノ山1195番１の一部、1196番１、1197番１の一部、1195番１地先水路
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称
加古川市平岡町新在家一丁目257番地の４
中央殖産株式会社 代表取締役 前 川 幸 司
３ 許可年月日及び許可番号
令和２年８月19日
兵庫県指令東播（加土）
（建）第１－15号（２稲美）

選挙管理委員会告示
兵庫県選挙管理委員会告示第６号
兵庫県選挙管理委員会公文書管理規程を次のように定める。
令和３年２月９日
兵庫県選挙管理委員会
委員長

石 堂 則 本

兵庫県選挙管理委員会公文書管理規程
（趣旨）
第１条 この規程は、公文書等の管理に関する条例（令和元年兵庫県条例第10号）第11条第１項の規定に基づ
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き、兵庫県選挙管理委員会（以下「委員会」という。
）における公文書の管理について必要な事項を定めるも
のとする。
（管理体制）
第２条 委員会に総括文書管理者兼文書管理者１人を置き、書記長をもって充てる。
２ 委員会に文書主任１人を置き、文書管理者が指定する書記をもって充てる。
（公文書の管理）
第３条 この規程に定めるもののほか、委員会の公文書の管理については、公文書管理規則（令和２年兵庫県
規則第27号）の規定の例による。
附 則
（施行期日）
１ この規程は、公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。
（兵庫県選挙管理委員会文書管理規程の廃止）
２ 兵庫県選挙管理委員会文書管理規程（平成12年兵庫県選挙管理委員会告示第22号）は、廃止する。

教 育 委 員 会 公 告
入札公告
ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般競争入札に付す。
令和３年２月９日
契約担当者
兵庫県立神戸特別支援学校長 陶 山

浩

１ 調達内容
(1) 業務件名及び数量
兵庫県立神戸特別支援学校スクールバス運行管理業務委託 一式
(2) 調達案件の仕様等
入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間
令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日（木）まで
(4) 業務を行う場所等
兵庫県立神戸特別支援学校通学区域内等
(5) 入札方法
上記(1)の件名について入札に付する。
落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数
があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110
分の100に相当する金額で入札すること。
２ 一般競争入札参加資格
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。
）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿
に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時
までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
（入札参加資格審査窓口）
兵庫県出納局管理課 電話（078）341-7711 内線4937
(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による
資格制限を受けていない者であること。
(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい
ない者であること。
(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225
号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 上記(1)から(4)までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。
３ 入札の参加申込み及び入札の方法等
入札は、書面によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。
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(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所
及び問合せ先
〒651-1144 神戸市北区大脇台10番１号
兵庫県立神戸特別支援学校 担当 石橋
電話（078）592-6767

ＦＡＸ（078）592-6768

(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期
間
令和３年２月９日（火）から同月16日（火）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第
15号）第２条に規定する県の休日を除く。
）の午前９時から午後４時まで
(3) 入札の日時
令和３年３月３日（水）午前11時 兵庫県庁第１号館１階Ａ会議室
(4) 入札書の提出期限
上記(3)の入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書の
送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項
に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。
）による入札に
ついては、令和３年３月２日（火）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。
４ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金
契約希望金額（入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の100分の５以上の額
の入札保証金を令和３年３月１日（月）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との
間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出す
ること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該
入札は無効となる。
(3) 契約保証金
契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険
会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え
て提出すること。
(4) 入札に関する条件
ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うこと。
イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。
）が所定の日時までに提出されている
こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示す
保険期間まであること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入
札でないこと。
オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
カ 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札金額が分明であること。
なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名及び押印があること。
キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。
ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。
(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者
(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ
に違反して無効となった者以外の者
(5) 入札の無効
本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類
に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否
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要作成
(7) 落札者の決定方法
入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵
庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な
入札を行った者を落札者とする。
(8) その他
詳細は、入札説明書による。
５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering
(1) Name and title of the head of the procuring entity:
Suyama Hiroshi, Principal of Kobe special school in Hyogo
(2) Main content of contract:
The work of taking children and students in special school from the bus stop at their
school district to their school by the private bus, and supporting them in the bus for
Kobe special school in Hyogo, controlling and overhauling the bus.
(3) Contract period: From April 1, 2021 to March 31, 2022
(4) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 February 16, 2021
(5) The place for direct delivery:
At a meeting room A of First building the Hyogo Prefecture
(6) Deadline for tender:
11:00 March 3, 2021 by direct delivery
17:00 March 2, 2021 by mail
(7) Person to contact concerning the notice:
Ms.Ishibashi, Kobe special school in Hyogo
10-1 Oowaki-dai, Kita-ku, Kobe, Hyogo 651-1144
TEL (078)592-6767

入札公告
ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。
令和３年２月９日
契約担当者
兵庫県立あわじ特別支援学校長 禰宜田 龍 栄
１ 調達内容
(1) 業務件名及び数量
兵庫県立あわじ特別支援学校スクールバス運行管理業務委託 一式
(2) 調達案件の仕様等
入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間
令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日（木）まで
(4) 業務を行う場所等
兵庫県立あわじ特別支援学校通学区域内等
(5) 入札方法
上記(1)の件名について入札に付する。
落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数
があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110
分の100に相当する金額で入札すること。
２ 一般競争入札参加資格
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。
）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿
に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時
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までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
（入札参加資格審査窓口）
兵庫県出納局管理課 電話（078）341-7711 内線4937
(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による
資格制限を受けていない者であること。
(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい
ない者であること。
(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225
号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 上記(1)から(4)までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。
３ 入札の参加申込み及び入札の方法等
入札は、書面によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。
(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所
及び問合せ先
〒656-0053 洲本市上物部２―１―17
兵庫県立あわじ特別支援学校 担当 奥野
電話（0799）22-1766

ＦＡＸ（0799）25-2288

(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期
間
令和３年２月９日（火）から同月16日（火）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第
15号）第２条に規定する県の休日を除く。
）の午前９時から午後４時まで
(3) 入札の日時
令和３年３月３日（水）午前11時30分 兵庫県庁１号館１階Ａ会議室
(4) 入札書の提出期限
上記(3)の入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書の
送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項
に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。
）による入札に
ついては、令和３年３月２日（火）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。
４ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金
契約希望金額（入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の100分の５以上の額
の入札保証金を令和３年３月１日（月）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との
間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出す
ること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該
入札は無効となる。
(3) 契約保証金
契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保
険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代
えて提出すること。
(4) 入札に関する条件
ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うこと。
イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。
）が所定の日時までに提出されてい
ること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示
す保険期間まであること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入
札でないこと。
オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
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カ 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札金額が分明であること。
なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名及び押印があること。
キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。
ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。
(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者
(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ
に違反して無効となった者以外の者
(5) 入札の無効
本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類
に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否
要作成
(7) 落札者の決定方法
入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵
庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な
入札を行った者を落札者とする。
(8) その他
詳細は、入札説明書による。
５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering
(1) Name and title of the head of the procuring entity:
Negita Ryuuei, Principal of Awaji special school in Hyogo
(2) Main content of contract:
The work of taking children and students in special school from the bus stop at their
school district to their school by the private bus, and supporting them in the bus for
Awaji special school in Hyogo, controlling and overhauling the bus.
(3) Contract period: From April 1, 2021 to March 31, 2022
(4) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 February 16, 2021
(5) The place for direct delivery:
At a meeting room A of First building the Hyogo Prefecture
(6) Deadline for tender:
11:30 March 3, 2021 by direct delivery
17:00 March 2, 2021 by mail
(7) Person to contact concerning the notice:
Mr.Okuno, Awaji special school in Hyogo
2-1-17 Kamimonobe, Sumoto, Hyogo 656-0053
TEL (0799)22-1766

入札公告
ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。
令和３年２月９日
契約担当者
兵庫県立西はりま特別支援学校長 垂 井 健 一
１ 調達内容
(1) 業務件名及び数量
兵庫県立西はりま特別支援学校スクールバス運行管理業務委託 一式
(2) 調達案件の仕様等
入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間
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令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日（木）まで
(4) 業務を行う場所等
兵庫県立西はりま特別支援学校通学区域内等
(5) 入札方法
上記(1)の件名について入札に付する。
落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数
があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110
分の100に相当する金額で入札すること。
２ 一般競争入札参加資格
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。
）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿
に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時
までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
（入札参加資格審査窓口）
兵庫県出納局管理課 電話（078）341-7711 内線4937
(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による
資格制限を受けていない者であること。
(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい
ない者であること。
(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225
号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 上記(1)から(4)までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。
３ 入札の参加申込み及び入札の方法等
入札は、書面によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。
(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所
及び問合せ先
〒679-5165 たつの市新宮町光都１―３―１
兵庫県立西はりま特別支援学校
電話（0791）59-8277

担当 田中

ＦＡＸ（0791）58-1510

(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期
間
令和３年２月９日（火）から同月16日（火）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第
15号）第２条に規定する県の休日を除く。
）の午前９時から午後４時まで
(3) 入札の日時
令和３年３月３日（水）午後４時 兵庫県庁第１号館１階Ａ会議室
(4) 入札書の提出期限
上記(3)の入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書の
送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項
に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。
）による入札に
ついては、令和３年３月２日（火）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。
４ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金
契約希望金額（入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の100分の５以上の額
の入札保証金を令和３年３月１日（月）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との
間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出す
ること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該
入札は無効となる。
(3) 契約保証金
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契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保
険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代
えて提出すること。
(4) 入札に関する条件
ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うこと。
イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。
）が所定の日時までに提出されてい
ること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示
す保険期間まであること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入
札でないこと。
オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
カ 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札金額が分明であること。
なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名及び押印があること。
キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。
ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。
(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者
(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ
に違反して無効となった者以外の者
(5) 入札の無効
本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類
に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否
要作成
(7) 落札者の決定方法
入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵
庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な
入札を行った者を落札者とする。
(8) その他
詳細は、入札説明書による。
５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering
(1) Name and title of the head of the procuring entity:
Tarui Kenichi, Principal of Nishiharima special school in Hyogo
(2) Main content of contract:
The work of taking children and students in special school from the bus stop at their
school district to their school by the private bus, and supporting them in the bus for
Nishiharima special school in Hyogo, controlling and overhauling the bus.
(3) Contract period: From April 1, 2021 to March 31, 2022
(4) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 February 16, 2021
(5) The place for direct delivery:
At a meeting room A of First building the Hyogo Prefecture
(6) Deadline for tender:
16:00 March 3, 2021 by direct delivery
17:00 March 2, 2021 by mail
(7) Person to contact concerning the notice:
Ms.Tanaka, Nishiharima special school in Hyogo
1-3-1 Koto, Shingu-cho, Tatsuno City, Hyogo 679-5165
TEL (0791)59-8277
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入札公告
ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。
令和３年２月９日
契約担当者
兵庫県立姫路しらさぎ特別支援学校長 河 村 有紀彦
１ 調達内容
(1) 業務件名及び数量
兵庫県立姫路しらさぎ特別支援学校スクールバス運行管理業務委託 一式
(2) 調達案件の仕様等
入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間
令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日（木）まで
(4) 業務を行う場所等
兵庫県立姫路しらさぎ特別支援学校通学区域内等
(5) 入札方法
上記(1)の件名について入札に付する。
落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数
があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110
分の100に相当する金額で入札すること。
２ 一般競争入札参加資格
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。
）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿
に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時
までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
（入札参加資格審査窓口）
兵庫県出納局管理課 電話（078）341-7711 内線4937
(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による
資格制限を受けていない者であること。
(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい
ない者であること。
(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225
号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 上記(1)から(4)までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。
３ 入札の参加申込み及び入札の方法等
入札は、書面によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。
(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所
及び問合せ先
〒670-0986 姫路市苫編688―58
兵庫県立姫路しらさぎ特別支援学校
電話（079）295-2200

担当 南山

ＦＡＸ（079）298-1060

(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期
間
令和３年２月９日（火）から同月16日（火）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第
15号）第２条に規定する県の休日を除く。
）の午前９時から午後４時まで
(3) 入札の日時
令和３年３月４日（木）午前９時30分 兵庫県庁第１号館１階Ａ会議室
(4) 入札書の提出期限
上記(3)の入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書の
送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項
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に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。
）による入札に
ついては、令和３年３月３日（水）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。
４ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金
契約希望金額（入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の100分の５以上の額
の入札保証金を令和３年３月２日（火）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との
間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出す
ること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該
入札は無効となる。
(3) 契約保証金
契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保
険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代
えて提出すること。
(4) 入札に関する条件
ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うこと。
イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。
）が所定の日時までに提出されてい
ること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示
す保険期間まであること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入
札でないこと。
オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
カ 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札金額が分明であること。
なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名及び押印があること。
キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。
ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。
(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者
(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ
に違反して無効となった者以外の者
(5) 入札の無効
本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類
に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否
要作成
(7) 落札者の決定方法
入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵
庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な
入札を行った者を落札者とする。
(8) その他
詳細は、入札説明書による。
５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering
(1) Name and title of the head of the procuring entity:
Akihiko Kawamura, Principal of Himejishirasagi special school in Hyogo
(2) Main content of contract:
The work of taking children and students in special school from the bus stop at their
school district to their school by the private bus, and supporting them in the bus for
Himejishirasagi special school in Hyogo, controlling and overhauling the bus.
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(3) Contract period: From April 1, 2021 to March 31, 2022
(4) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 February 16, 2021
(5) The place for direct delivery:
At a meeting room A of First building the Hyogo Prefecture
(6) Deadline for tender:
9:30 March 4, 2021 by direct delivery
17:00 March 3, 2021 by mail
(7) Person to contact concerning the notice:
Mr.Minamiyama, Himejishirasagi special school in Hyogo
688-58 Tomami, Himeji, Hyogo 670-0986
TEL (079)295-2200

入札公告
ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。
令和３年２月９日
契約担当者
兵庫県立姫路特別支援学校長 大 内 雅 勝
１ 調達内容
(1) 業務件名及び数量
兵庫県立姫路特別支援学校スクールバス運行管理業務委託 一式
(2) 調達案件の仕様等
入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間
令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日（木）まで
(4) 業務を行う場所等
兵庫県立姫路特別支援学校通学区域内等
(5) 入札方法
上記(1)の件名について入札に付する。
落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数
があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110
分の100に相当する金額で入札すること。
２ 一般競争入札参加資格
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。
）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿
に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時
までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
（入札参加資格審査窓口）
兵庫県出納局管理課 電話（078）341-7711 内線4937
(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による
資格制限を受けていない者であること。
(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい
ない者であること。
(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225
号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 上記(1)から(4)までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。
３ 入札の参加申込み及び入札の方法等
入札は、書面によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。
(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所
及び問合せ先
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〒671-0247 姫路市四郷町東阿保476―１
兵庫県立姫路特別支援学校 担当 中田
電話（079）235-3765

ＦＡＸ（079）285-2039

(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期
間
令和３年２月９日（火）から同月16日（火）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第
15号）第２条に規定する県の休日を除く。
）の午前９時から午後４時まで
(3) 入札の日時
令和３年３月４日（木）午前10時 兵庫県庁第１号館１階Ａ会議室
(4) 入札書の提出期限
上記(3)の入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書の
送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項
に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。
）による入札に
ついては、令和３年３月３日（水）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。
４ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金
契約希望金額（入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の100分の５以上の額
の入札保証金を令和３年３月２日（火）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との
間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出す
ること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該
入札は無効となる。
(3) 契約保証金
契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保
険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代
えて提出すること。
(4) 入札に関する条件
ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うこと。
イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。
）が所定の日時までに提出されている
こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示す
保険期間まであること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入
札でないこと。
オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
カ 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札金額が分明であること。
なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名及び押印があること。
キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。
ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。
(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者
(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ
に違反して無効となった者以外の者
(5) 入札の無効
本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類
に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否
要作成
(7) 落札者の決定方法
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入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵
庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な
入札を行った者を落札者とする。
(8) その他
詳細は、入札説明書による。
５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering
(1) Name and title of the head of the procuring entity:
Masakatsu Ouchi, Principal of Hyogo Prefectural Himeji School For Students And Children
With special Needs school
(2) Main content of contract:
The work of taking children and students in special school from the bus stop at their
school district to their school by the private bus, and supporting them in the bus for Hyogo
Prefectural Himeji School For Students And Children With special Needs, controlling and
overhauling the bus.
(3) Contract period: From April 1, 2021 to March 31, 2022
(4) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 February 16, 2021
(5) The place for direct delivery:
At a meeting room A of First building the Hyogo Prefecture
(6) Deadline for tender:
10:00 March 4, 2021 by direct delivery
17:00 March 3, 2021 by mail
(7) Person to contact concerning the notice:
Ms.Nakata, Hyogo Prefectural Himeji School For Students And Children With special Needs
school
476-1 Higashiabo, Shigouchou, Himeji, Hyogo 671-0247
TEL (079)285-3765

入札公告
ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。
令和３年２月９日
契約担当者
兵庫県立いなみ野特別支援学校長 川 口 あづさ
１ 調達内容
(1) 業務件名及び数量
兵庫県立いなみ野特別支援学校スクールバス運行管理業務委託 一式
(2) 調達案件の仕様等
入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間
令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日（木）まで
(4) 業務を行う場所等
兵庫県立いなみ野特別支援学校通学区域内等
(5) 入札方法
上記(1)の件名について入札に付する。
落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数
があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110
分の100に相当する金額で入札すること。
２ 一般競争入札参加資格
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。
）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿
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に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時
までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
（入札参加資格審査窓口）
兵庫県出納局管理課 電話（078）341-7711 内線4937
(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による
資格制限を受けていない者であること。
(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい
ない者であること。
(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225
号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 上記(1)から(4)までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。
３ 入札の参加申込み及び入札の方法等
入札は、書面によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。
(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所
及び問合せ先
〒675-1114 加古郡稲美町国安1284―１
兵庫県立いなみ野特別支援学校
電話（079）492-6161

担当 大仲

ＦＡＸ（079）492-6162

(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期
間
令和３年２月９日（火）から同月16日（火）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第
15号）第２条に規定する県の休日を除く。
）の午前９時から午後４時まで
(3) 入札の日時
令和３年３月４日（木）午前10時30分 兵庫県庁第１号館１階Ａ会議室
(4) 入札書の提出期限
上記(3)の入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書の
送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項
に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。
）による入札に
ついては、令和３年３月３日（水）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。
４ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金
契約希望金額（入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の100分の５以上の額
の入札保証金を令和３年３月２日（火）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との
間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出す
ること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該
入札は無効となる。
(3) 契約保証金
契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保
険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代
えて提出すること。
(4) 入札に関する条件
ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うこと。
イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。
）が所定の日時までに提出されている
こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示す
保険期間まであること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入
札でないこと。
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オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
カ 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札金額が分明であること。
なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名及び押印があること。
キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。
ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。
(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者
(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ
に違反して無効となった者以外の者
(5) 入札の無効
本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類
に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否
要作成
(7) 落札者の決定方法
入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵
庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な
入札を行った者を落札者とする。
(8) その他
詳細は、入札説明書による。
５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering
(1) Name and title of the head of the procuring entity:
Kawaguchi Azusa, Principal of Inamino special school in Hyogo
(2) Main content of contract:
The work of taking children and students in special school from the bus stop at their
school district to their school by the private bus, and supporting them in the bus for
Inamino special school in Hyogo, controlling and overhauling the bus.
(3) Contract period: From April 1, 2021 to March 31, 2022
(4) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 February 16, 2021
(5) The place for direct delivery:
At a meeting room A of First building the Hyogo Prefecture
(6) Deadline for tender:
10:30 March 4, 2021 by direct delivery
17:00 March 3, 2021 by mail
(7) Person to contact concerning the notice:
Mr.Oonaka, Inamino special school in Hyogo
1284-1 Kuniyasu, Inami-Chou, Kako-gun, Hyogo 675-1114
TEL (079)492-6161

入札公告
ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。
令和３年２月９日
契約担当者
兵庫県立東はりま特別支援学校長 村 松 好 子
１ 調達内容
(1) 業務件名及び数量
兵庫県立東はりま特別支援学校スクールバス運行管理業務委託 一式
(2) 調達案件の仕様等
入札説明書及び仕様書による。
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(3) 履行期間
令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日（木）まで
(4) 業務を行う場所等
兵庫県立東はりま特別支援学校通学区域内等
(5) 入札方法
上記(1)の件名について入札に付する。
落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数
があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110
分の100に相当する金額で入札すること。
２ 一般競争入札参加資格
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。
）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿
に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時
までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
（入札参加資格審査窓口）
兵庫県出納局管理課 電話（078）341-7711 内線4937
(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による
資格制限を受けていない者であること。
(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい
ない者であること。
(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225
号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 上記(1)から(4)までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。
３ 入札の参加申込み及び入札の方法等
入札は、書面によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。
(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所
及び問合せ先
〒675-0148 加古郡播磨町北古田１―17―17
兵庫県立東はりま特別支援学校
電話（079）430-2820

担当 黒住

ＦＡＸ（079）430-2821

(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期
間
令和３年２月９日（火）から同月16日（火）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第
15号）第２条に規定する県の休日を除く。
）の午前９時から午後４時まで
(3) 入札の日時
令和３年３月４日（木）午前11時 兵庫県庁１号館１階Ａ会議室
(4) 入札書の提出期限
上記(3)の入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書の
送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項
に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。
）による入札に
ついては、令和３年３月３日（水）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。
４ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金
契約希望金額（入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の100分の５以上の額
の入札保証金を令和３年３月２日（火）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との
間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出す
ること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該
入札は無効となる。
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(3) 契約保証金
契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保
険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代
えて提出すること。
(4) 入札に関する条件
ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うこと。
イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。
）が所定の日時までに提出されてい
ること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示
す保険期間まであること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入
札でないこと。
オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
カ 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札金額が分明であること。
なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名及び押印があること。
キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。
ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。
(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者
(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ
に違反して無効となった者以外の者
(5) 入札の無効
本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類
に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否
要作成
(7) 落札者の決定方法
入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵
庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な
入札を行った者を落札者とする。
(8) その他
詳細は、入札説明書による。
５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering
(1) Name and title of the head of the procuring entity:
Yoshiko Muramatsu, Principal of Higashiharima special school in Hyogo
(2) Main content of contract:
The work of taking children and students in special school from the bus stop at their
school district to their school by the private bus, and supporting them in the bus for
Higashiharima special school in Hyogo, controlling and overhauling the bus.
(3) Contract period: From April 1, 2021 to March 31, 2022
(4) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 February 16, 2021
(5) The place for direct delivery:
At a meeting room A of First building the Hyogo Prefecture
(6) Deadline for tender:
11:00 March 4, 2021 by direct delivery
17:00 March 3, 2021 by mail
(7) Person to contact concerning the notice:
Ms.Kurozumi, Higashiharima special school in Hyogo
1-17-17 Kitahuruta, Harima-chou, Kako-gun, Hyogo 675-0148
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入札公告
ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。
令和３年２月９日
契約担当者
兵庫県立上野ケ原特別支援学校長 若 佐 孝 司
１ 調達内容
(1) 業務件名及び数量
兵庫県立上野ケ原特別支援学校スクールバス運行管理業務委託 一式
(2) 調達案件の仕様等
入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間
令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日（木）まで
(4) 業務を行う場所等
兵庫県立上野ケ原特別支援学校通学区域内等
(5) 入札方法
上記(1)の件名について入札に付する。
落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数
があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110
分の100に相当する金額で入札すること。
２ 一般競争入札参加資格
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。
）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿
に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時
までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
（入札参加資格審査窓口）
兵庫県出納局管理課 電話（078）341-7711 内線4937
(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による
資格制限を受けていない者であること。
(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい
ない者であること。
(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225
号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 上記(1)から(4)までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。
３ 入札の参加申込み及び入札の方法等
入札は、書面によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。
(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所
及び問合せ先
〒669-1515 三田市大原梅の木1546―６
兵庫県立上野ケ原特別支援学校 担当 中川
電話（079）563－3434 ＦＡＸ（079）563－5379
(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期
間
令和３年２月９日（火）から同月16日（火）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第
15号）第２条に規定する県の休日を除く。
）の午前９時から午後４時まで
(3) 入札の日時
令和３年３月４日（木）午前11時30分 兵庫県庁第１号館１階Ａ会議室
(4) 入札書の提出期限
上記(3)の入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書の
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送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項
に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。
）による入札に
ついては、令和３年３月３日（水）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。
４ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金
契約希望金額（入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の100分の５以上の額
の入札保証金を令和３年３月２日（火）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との
間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出す
ること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該
入札は無効となる。
(3) 契約保証金
契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険
会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え
て提出すること。
(4) 入札に関する条件
ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うこと。
イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。
）が所定の日時までに提出されている
こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示す
保険期間まであること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入
札でないこと。
オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
カ 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札金額が分明であること。
なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名及び押印があること。
キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。
ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。
(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者
(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ
に違反して無効となった者以外の者
(5) 入札の無効
本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類
に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否
要作成
(7) 落札者の決定方法
入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵
庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な
入札を行った者を落札者とする。
(8) その他
詳細は、入札説明書による。
５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering
(1) Name and title of the head of the procuring entity:
Kouji Wakasa, Principal of Uenogahara special school in Hyogo
(2) Main content of contract:
The work of taking children and students in special school from the bus stop at their
school district to their school by the private bus, and supporting them in the bus for
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Uenogahara special school in Hyogo, controlling and overhauling the bus.
(3) Contract period: From April 1, 2021 to March 31, 2022
(4) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 February 16, 2021
(5) The place for direct delivery:
At a meeting room A of First building the Hyogo Prefecture
(6) Deadline for tender:
11:30 March 4, 2021 by direct delivery
17:00 March 3, 2021 by mail
(7) Person to contact concerning the notice:
Mr.Nakagawa, Uenogahara special school in Hyogo
1546-6 Umenoki, Oohara, Sanda, Hyogo 669-1515
TEL (079)563-3434

入札公告
ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。
令和３年２月９日
契約担当者
兵庫県立のじぎく特別支援学校長 大 槻 和 浩
１ 調達内容
(1) 業務件名及び数量
兵庫県立のじぎく特別支援学校スクールバス運行管理業務委託 一式
(2) 調達案件の仕様等
入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間
令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日（木）まで
(4) 業務を行う場所等
兵庫県立のじぎく特別支援学校通学区域内等
(5) 入札方法
上記(1)の件名について入札に付する。
落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数
があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110
分の100に相当する金額で入札すること。
２ 一般競争入札参加資格
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。
）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿
に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時
までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
（入札参加資格審査窓口）
兵庫県出納局管理課 電話（078）341-7711 内線4937
(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による
資格制限を受けていない者であること。
(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい
ない者であること。
(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225
号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 上記(1)から(4)までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。
３ 入札の参加申込み及び入札の方法等
入札は、書面によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。
(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所
26

令和３年２月９日

火曜日

兵

庫

県 公

報

第 180 号

及び問合せ先
〒651-2215 神戸市西区北山台２丁目566―134
兵庫県立のじぎく特別支援学校 担当 来栖
電話（078）994-0196

ＦＡＸ（078）994-0197

(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期
間
令和３年２月９日（火）から同月16日（火）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第
15号）第２条に規定する県の休日を除く。
）の午前９時から午後４時まで
(3) 入札の日時
令和３年３月４日（木）午後１時30分 兵庫県庁第１号館１階Ａ会議室
(4) 入札書の提出期限
上記(3)の入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書の
送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項
に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。
）による入札に
ついては、令和３年３月３日（水）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。
４ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金
契約希望金額（入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の100分の５以上の額
の入札保証金を令和３年３月２日（火）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との
間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出す
ること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該
入札は無効となる。
(3) 契約保証金
契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険
会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え
て提出すること。
(4) 入札に関する条件
ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うこと。
イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。
）が所定の日時までに提出されている
こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示す
保険期間まであること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入
札でないこと。
オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
カ 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札金額が分明であること。
なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名及び押印があること。
キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。
ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。
(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者
(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ
に違反して無効となった者以外の者
(5) 入札の無効
本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類
に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否
要作成
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(7) 落札者の決定方法
入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵
庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な
入札を行った者を落札者とする。
(8) その他
詳細は、入札説明書による。
５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering
(1) Name and title of the head of the procuring entity:
Kazuhiro Otsuki, Principal of Nojigiku special school in Hyogo
(2) Main content of contract:
The work of taking children and students in special school from the bus stop at their
school district to their school by the private bus, and supporting them in the bus for
Nojigiku special school in Hyogo, controlling and overhauling the bus.
(3) Contract period: From April 1, 2021 to March 31, 2022
(4) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 February 16, 2021
(5) The place for direct delivery:
At a meeting room A of First building the Hyogo Prefecture
(6) Deadline for tender:
13:30 March 4, 2021 by direct delivery
17:00 March 3, 2021 by mail
(7) Person to contact concerning the notice:
Ms.Kurusu, Nojigiku special school in Hyogo
2-Chome 566-134, Kitayamadai, Nishi-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-2215
TEL (078)994-0196

入札公告
ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。
令和３年２月９日
契約担当者
兵庫県立芦屋特別支援学校長 半 田 滋 人
１ 調達内容
(1) 業務件名及び数量
兵庫県立芦屋特別支援学校スクールバス運行管理業務委託 一式
(2) 調達案件の仕様等
入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間
令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日（木）まで
(4) 業務を行う場所等
兵庫県立芦屋特別支援学校通学区域内等
(5) 入札方法
上記(1)の件名について入札に付する。
落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数
があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110
分の100に相当する金額で入札すること。
２ 一般競争入札参加資格
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。
）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿
に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時
までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
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（入札参加資格審査窓口）
兵庫県出納局管理課 電話（078）341-7711 内線4937
(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による
資格制限を受けていない者であること。
(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい
ない者であること。
(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225
号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 上記(1)から(4)までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。
３ 入札の参加申込み及び入札の方法等
入札は、書面によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。
(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所
及び問合せ先
〒659-0034 芦屋市陽光町８番37号
兵庫県立芦屋特別支援学校 担当 宮崎
電話（0797）25-5311

ＦＡＸ（0797）25-5322

(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期
間
令和３年２月９日（火）から同月16日（火）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第
15号）第２条に規定する県の休日を除く。
）の午前９時から午後４時まで
(3) 入札の日時
令和３年３月４日（木）午後２時 兵庫県庁１号館１階Ａ会議室
(4) 入札書の提出期限
上記(3)の入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書の
送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項
に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。
）による入札に
ついては、令和３年３月３日（水）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。
４ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金
契約希望金額（入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の100分の５以上の額
の入札保証金を令和３年３月２日（火）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との
間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出す
ること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該
入札は無効となる。
(3) 契約保証金
契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険
会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え
て提出すること。
(4) 入札に関する条件
ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うこと。
イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。
）が所定の日時までに提出されている
こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示す
保険期間まであること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入
札でないこと。
オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
カ 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札金額が分明であること。
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なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名及び押印があること。
キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。
ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。
(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者
(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ
に違反して無効となった者以外の者
(5) 入札の無効
本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類
に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否
要作成
(7) 落札者の決定方法
入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵
庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な
入札を行った者を落札者とする。
(8) その他
詳細は、入札説明書による。
５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering
(1) Name and title of the head of the procuring entity:
Shigeto Handa, Principal of Ashiya special school in Hyogo
(2) Main content of contract:
The work of taking children and students in special school from the bus stop at their
school district to their school by the private bus, and supporting them in the bus for
Ashiya special school in Hyogo, controlling and overhauling the bus.
(3) Contract period: From April 1, 2021 to March 31, 2022
(4) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 February 16, 2021
(5) The place for direct delivery:
At a meeting room A of First building the Hyogo Prefecture
(6) Deadline for tender:
14:00 March 4, 2021 by direct delivery
17:00 March 3, 2021 by mail
(7) Person to contact concerning the notice:
Mr.Miyazaki, Ashiya special school in Hyogo
8-37 Yokocho, Ashiya, Hyogo 659-0034
TEL (0797)25-5311

入札公告
ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。
令和３年２月９日
契約担当者
兵庫県立こやの里特別支援学校長 加 藤 敏 浩
１ 調達内容
(1) 業務件名及び数量
兵庫県立こやの里特別支援学校スクールバス運行管理業務委託 一式
(2) 調達案件の仕様等
入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間
令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日（木）まで
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(4) 業務を行う場所等
兵庫県立こやの里特別支援学校通学区域内等
(5) 入札方法
上記(1)の件名について入札に付する。
落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端
数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
）をもって落札価格とするので、入札者は、消
費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の
110分の100に相当する金額で入札すること。
２ 一般競争入札参加資格
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。
）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿
に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時
までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
（入札参加資格審査窓口）
兵庫県出納局管理課 電話（078）341-7711 内線4937
(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による
資格制限を受けていない者であること。
(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい
ない者であること。
(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225
号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 上記(1)から(4)までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。
３ 入札の参加申込み及び入札の方法等
入札は、書面によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。
(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所
及び問合せ先
〒664-0017 伊丹市瑞ヶ丘２丁目３番２号
兵庫県立こやの里特別支援学校 担当 川上
電話（072）777-6300

ＦＡＸ（072）777-6301

(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期
間
令和３年２月９日（火）から同月16日（火）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条例第
15号）第２条に規定する県の休日を除く。
）の午前９時から午後４時まで
(3) 入札の日時
令和３年３月４日（木）午後３時 兵庫県庁第１号館１階Ａ会議室
(4) 入札書の提出期限
上記(3)の入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書の
送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項
に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。
）による入札に
ついては、令和３年３月３日（水）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。
４ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金
契約希望金額（入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の100分の５以上の額
の入札保証金を令和３年３月２日（火）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との
間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出す
ること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該
入札は無効となる。
(3) 契約保証金
契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保
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険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代
えて提出すること。
(4) 入札に関する条件
ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うこと。
イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。
）が所定の日時までに提出されてい
ること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示
す保険期間まであること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入
札でないこと。
オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
カ 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札金額が分明であること。
なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名及び押印があること。
キ 代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。
ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。
(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者
(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ
に違反して無効となった者以外の者
(5) 入札の無効
本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類
に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否
要作成
(7) 落札者の決定方法
入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵
庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な
入札を行った者を落札者とする。
(8) その他
詳細は、入札説明書による。
５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering
(1) Name and title of the head of the procuring entity:
Toshihiro Katou, Principal of KOYANOSATO special school in Hyogo
(2) Main content of contract:
The work of taking children and students in special school from the bus stop at their
school district to their school by the private bus, and supporting them in the bus for
Koyanosato special school in Hyogo, controlling and overhauling the bus.
(3) Contract period: From April 1, 2021 to March 31, 2022
(4) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 February 16, 2021
(5) The place for direct delivery:
At a meeting room A of First building the Hyogo Prefecture
(6) Deadline for tender:
15:00 March 4, 2021 by direct delivery
17:00 March 3, 2021 by mail
(7) Person to contact concerning the notice:
Mr.Kawakami, Koyanosato special school in Hyogo
2-3-2 Mizugaoka, Itami, Hyogo 664-0017
TEL (072)777-6300
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警 察 本 部 公 告
入札公告
ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。
令和３年２月９日
契約担当者
兵庫県警察本部長 吉 岡 健一郎
１ 調達内容
(1) 購入物品及び数量
令和３年度兵庫県警察車両のタイヤ及びチューブの購入並びに兵庫県警察本部車両のタイヤ組替え及び
パンク修理の単価契約
ア タイヤ

予定数量 4,040本

イ チューブ

予定数量

549本

ウ タイヤ組替え（普通車） 予定数量 3,443本
エ タイヤ組替え（大型車） 予定数量
オ パンク修理

予定数量

456本
34本

(2) 購入物品の特質等
購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。
(3) 納入期間
令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日（木）まで
(4) 納入場所
契約担当者が指定する場所
(5) 入札方法
上記(1)の物品について入札に付する。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額
(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
）をもって落札価格と
するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見
積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
２ 一般競争入札参加資格
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。
）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿
に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時
までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による
資格制限を受けていない者であること。
(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。
） の提出期限日及び当該
調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225
号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規定する
暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴
力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
３ 入札の参加申込及び入札の方法等
(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所
及び問合せ先
〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号
兵庫県警察本部総務部装備課 担当 砂原
電話（078）341－7441 内線2342
(2) 申込書の提出期間、契約条項を示す期間、入札説明書の交付期間
令和３年２月９日（火）から同月24日（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。
）
午前10時から午後５時まで
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(3) 入札・開札の日時及び場所
令和３年３月18日（木）午後１時30分
神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 兵庫県警察本部６階603会議室
(4) 入札書の提出期限
上記(3)の入札･開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による
信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条
第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。
）による
入札については、令和３年３月17日（水）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。
４ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金
契約希望金額（入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額）の100分の５以上の額の
入札保証金を令和３年３月16日（火）正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に契
約担当者を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出
すること。
(3) 契約保証金
契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険
会社との間に契約担当者を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証
金に代えて提出すること。
(4) 入札者に要求される義務
ア この一般競争に参加を希望する者は、四輪及び二輪（特殊な車両を除く。
）については、警察本部及び
各警察署ごとの近隣に営業所等を、白バイについては、入札説明書で示す地区ごとに最低１箇所営業所
等を確保し、その一覧表を「営業所及びメンテナンス業者保有（設置）一覧表」で作成し提出すること。
イ タイヤ及びチューブの出荷能力があることを証明する「特約店証明書」等を提出すること。
ウ 納入しようとするタイヤ等の品質が分かる資料「カタログ」等を提出すること。
エ 上記アからウまでの証明書等は、令和３年２月24日（水）までに提出すること。
オ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アからウまでの証明書等に関し説明
を求められた場合は、それに応じること。
(5) 入札に関する条件
ア 入札書は、前記３(3)の日時及び場所に直接持参すること。ただし、郵送等による入札の場合は、令和
３年３月17日（水）午後５時までに、前記３(1)の場所に必着のこと。
イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。
）が所定の日時までに提出されている
こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（令
和３年４月１日（木）
）まであること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入
札でないこと。
オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。
キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。
ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。
(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者
(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ
に違反し無効となったもの以外の者
コ 入札の対象となる調達に係る予算が議決されその予算の執行が可能であること。
(6) 入札の無効
本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、申込書又
は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(7) 契約書の作成の要否
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要作成
(8) 落札者の決定方法
入札説明書で示した車両用タイヤ・チューブを納入、タイヤ交換及びパンク修理ができると契約担当者
が判断した入札者であって財務規則 (昭和39年兵庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予
定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(9) その他
詳細は、入札説明書による。
５ Summary for the bid announcement
(1) Person in charge:
Yosioka Kenitiro, Chief of Hyogo Prefectural Police HQ
(2) Products to be purchased:
a Tires for vehicles

Approx. 4,040

b Inner tubes

Approx.

549

c Changing tires(Standard sized car) Approx. 3,443
d Changing tires(Large sized car)

Approx.

456

e Repairing flat tires

Approx.

34

(3) Delivery period:
From April 1, 2021 to March 31, 2022
(4) Delivery places:
The designated place by Chief of Hyogo Prefectural Police HQ
(5) Deadline for the application forms:
17:00 February 24, 2021
(6) Deadline for bidding:
17:00 March 17, 2021 by mail;
13:30 March 18, 2021 by direct delivery
(7) Secretariat:
Miss Sunahara, Equipment Division, Hyogo Prefectural Police HQ
5-4-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8510
TEL (078)341-7441 Ext. 2342

正

誤

○令和３年１月12日付け（兵庫県公報第172号）
兵庫県告示第21号（生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく指定医療機関の指定）中
（ページ）

（行）

２

下から36

（誤）
同

（正）

市野口町良野241―１ オフ

ィス松風103号室

同

市野口町良野242―１ オフ

ィス松風103号室
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