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告         示 

兵庫県告示第133号 

次の宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないので、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第

67条の規定により、その旨公告する。 

この告示の日から30日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、同条の規定により告示の

日から30日を経過した日をもって当該宅地建物取引業者の免許を取り消す。 

平成30年２月23日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 商号又は名称  有限会社大平不動産 

２ 代表者氏名  中 塩   喬 

３ 事務所所在地  西宮市小松南町１―６―10 

４ 免 許 番 号  兵庫県知事(5)第203023号 

５ 免許年月日  平成26年５月17日 

公 告 

   落札者等の公示 

 一般競争入札の落札者等について、次のとおり公告する。 

  平成30年２月23日 

契約担当者 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 落札に係る業務名称 

県広報番組16mmフィルムデジタル化・視聴システム構築 

２ 契約に関する事務を担当する部局又はかいの名称及び所在地 

  兵庫県企画県民部知事室広報課 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成29年12月27日 

兵庫県公報 
発  行  人 

兵   庫   県
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗）平成30年２月23日 金曜日  第 2979 号
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４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社富士フイルムメディアクレスト 東京都羽村市神明台二丁目10番地８  

５ 落札金額 

  5,979,999円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  平成29年12月５日 

 

軽油引取税に係る免税軽油使用者証の無効公告 

次に掲げる免税軽油使用者証は、紛失の日から無効とする。 

  平成30年２月23日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

免税軽油使用者証 

業種 記号・番号 有効期限 使用者の住所
交付県民局、 

県民センター 
紛失年月 

農業 A293957 平成30年11月28日 篠山市 丹波県民局 平成30年１月 

 

 

土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領に基づく土砂災害警戒区域の指定の案の閲覧 

土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領（以下「要領」という。）第４条第１項の規定により、土砂災害

警戒区域の指定の案を、次のとおり閲覧に供する。 

なお、指定しようとする区域内に存する土地若しくは建築物の所有者、管理者又は占有者は、閲覧期間の満

了の日まで、この案について兵庫県知事に意見書を提出することができる。 

平成30年２月23日 

                                  兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 指定しようとする区域の名称等 

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

上野(9)Ⅰ 

（128030148） 
宍粟市波賀町上野（別図１のとおり） 急傾斜地の崩壊 

（別図１は省略し、３に記載する場所に備え置いて閲覧に供する。） 

２ 指定の案の閲覧期間 

  平成30年３月２日（金）から同月16日（金）まで 

３ 指定の案の閲覧場所 

兵庫県西播磨県民局龍野土木事務所宍粟事業所並びに宍粟市役所及び波賀市民局 

４ 意見書に関する事項 

 (1) 様式 

   要領第５条第２項の規定により定める様式 

 (2) 提出先 

   兵庫県西播磨県民局龍野土木事務所宍粟事業所 

    〒671-2572 宍粟市山崎町庄能400 

 (3) 提出期限 

   平成30年３月16日（金）まで（当日消印有効） 

 (4) 意見要旨及び県の考え方の公表 

   提出された意見の要旨及びこれに対する兵庫県の考え方は、平成30年５月16日（水）までに、３に記載
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する場所において閲覧に供し、及び兵庫県ホームページに掲載し、公表する。 

 

土砂災害警戒区域の改正の案の閲覧 

平成22年兵庫県告示第401号（土砂災害警戒区域の指定）の一部を改正するため、改正の案を、次のとおり閲

覧に供する。 

なお、改正しようとする区域内に存する土地若しくは建築物の所有者、管理者又は占有者は、閲覧期間の満

了の日まで、この案について兵庫県知事に意見書を提出することができる。 

平成30年２月23日 

                                  兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 改正しようとする区域の案 

  上小野ＢⅡ（128030012）の項中別図12、上野(7)Ⅰ（128030047）の項中別図47、野尻Ⅰ(128030074)の項

中別図74、小野川Ⅰ（228030008）の項中別図155、三久安川Ⅰ（228030046）の項中別図193、雨山谷Ⅰ（228030056）

の項中別図203、赤谷川Ⅰ（228030057）の項中別図204を次の図面のとおり改める。 

 （「次の図面」は省略し、３に記載する場所に備え置いて閲覧に供する。） 

２ 改正の案の閲覧期間 

  平成30年３月２日（金）から同月16日（金）まで 

３ 改正の案の閲覧場所 

  兵庫県西播磨県民局龍野土木事務所宍粟事業所並びに宍粟市役所及び波賀市民局 

４ 意見書に関する事項 

 (1) 様式 

   土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領第５条第２項の規定により定める様式 

 (2) 提出先 

   兵庫県西播磨県民局龍野土木事務所宍粟事業所 

    〒671-2572 宍粟市山崎町庄能400 

 (3) 提出期限 

   平成30年３月16日（金）まで（当日消印有効） 

 (4) 意見要旨及び県の考え方の公表 

   提出された意見の要旨及びこれに対する兵庫県の考え方は、平成30年５月16日（水）までに、３に記載

する場所において閲覧に供し、及び兵庫県ホームページに掲載し、公表する。 

 

   土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領に基づく土砂災害特別警戒区域の指定の案の閲覧 

土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領（以下「要領」という。）第４条第１項の規定により、土砂災害

特別警戒区域の指定の案を、次のとおり閲覧に供する。 

なお、指定しようとする区域内に存する土地若しくは建築物の所有者、管理者又は占有者は、閲覧期間の満

了の日まで、この案について兵庫県知事に意見書を提出することができる。 

平成30年２月23日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定しようとする区域の名称等 

名   称 指 定 の 区 域 
土砂災害の発生原因と

なる自然現象の種類 

自然現象により建築物

に作用すると想定され

る衝撃に関する事項 

日見谷ＡⅡ 

（128030002） 

宍粟市波賀町日見谷（別図１

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図１のとおり 

下小野ＡⅡ 

（128030004） 

宍粟市波賀町小野（別図２の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図２のとおり 
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下小野Ⅰ 

（128030005） 

宍粟市波賀町小野（別図３の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図３のとおり 

上小野ＥⅡ 

（128030006） 

宍粟市波賀町小野（別図４の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図４のとおり 

上小野(2)Ⅰ 

（128030007） 

宍粟市波賀町小野（別図５の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図５のとおり 

上小野ＤⅡ 

（128030008） 

宍粟市波賀町小野（別図６の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図６のとおり 

上小野(1)Ⅰ 

（128030009） 

宍粟市波賀町小野（別図７の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図７のとおり 

上小野ＡⅡ 

（128030010） 

宍粟市波賀町小野（別図８の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図８のとおり 

上小野ＣⅡ 

（128030011） 

宍粟市波賀町小野（別図９の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図９のとおり 

上小野ＢⅡ 

（128030012） 

宍粟市波賀町小野（別図10の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図10のとおり 

小野Ⅰ 

（128030013） 

宍粟市波賀町小野（別図11の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図11のとおり 

下谷Ⅰ 

（128030014） 

宍粟市波賀町谷（別図12のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図12のとおり 

下谷ＡⅡ 

（128030015） 

宍粟市波賀町谷（別図13のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図13のとおり 

奥谷ＤⅡ 

（128030016） 

宍粟市波賀町谷（別図14のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図14のとおり 

奥谷Ⅰ 

（128030017） 

宍粟市波賀町谷（別図15のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図15のとおり 

奥谷ＣⅡ 

（128030018） 

宍粟市波賀町谷（別図16のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図16のとおり 

奥谷ＢⅡ 

（128030019） 

宍粟市波賀町谷（別図17のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図17のとおり 

奥谷ＡⅡ 

（128030020） 

宍粟市波賀町谷（別図18のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図18のとおり 

溝野(2)Ⅰ 

（128030022） 

宍粟市波賀町谷（別図19のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図19のとおり 

溝野(1)Ⅰ 

（128030023） 

宍粟市波賀町谷（別図20のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図20のとおり 

奥谷Ⅰ 

（128030024） 

宍粟市波賀町谷（別図21のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図21のとおり 

今市Ⅰ 

（128030027） 

宍粟市波賀町今市（別図22の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図22のとおり 
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安賀ｂⅢ 

（128030028） 

宍粟市波賀町今市（別図23の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図23のとおり 

上野(5)Ⅰ 

（128030031） 

宍粟市波賀町安賀（別図24の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図24のとおり 

上野ＪⅡ 

（128030034） 

宍粟市波賀町安賀（別図25の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図25のとおり 

流田ＢⅡ 

（128030036） 

宍粟市波賀町齋木（別図26の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図26のとおり 

流田ＡⅡ 

（128030037） 

宍粟市波賀町齋木（別図27の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図27のとおり 

流田ＤⅡ 

（128030038） 

宍粟市波賀町齋木（別図28の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図28のとおり 

前地ＡⅡ 

（128030040） 

宍粟市波賀町齋木（別図29の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図29のとおり 

流田ＦⅡ 

（128030042） 

宍粟市波賀町齋木（別図30の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図30のとおり 

上野(6)Ⅰ 

（128030044） 

宍粟市波賀町上野（別図31の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図31のとおり 

上野(8)Ⅰ 

（128030045） 

宍粟市波賀町上野（別図32の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図32のとおり 

上野ＦⅡ 

（128030046） 

宍粟市波賀町上野（別図33の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図33のとおり 

上野(7)Ⅰ 

（128030047） 

宍粟市波賀町上野（別図34の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図34のとおり 

上野(4)Ⅰ 

（128030048） 

宍粟市波賀町上野（別図35の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図35のとおり 

上野(3)Ⅰ 

（128030049） 

宍粟市波賀町上野（別図36の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図36のとおり 

上野ＡⅡ 

（128030050） 

宍粟市波賀町上野（別図37の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図37のとおり 

上野(2)Ⅰ 

（128030051） 

宍粟市波賀町上野（別図38の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図38のとおり 

上野ＣⅡ 

（128030052） 

宍粟市波賀町上野（別図39の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図39のとおり 

上野ＤⅡ 

（128030053） 

宍粟市波賀町上野（別図40の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図40のとおり 

上野(2)Ⅰ 

（128030054） 

宍粟市波賀町上野（別図41の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図41のとおり 

上野ｆⅢ 

（128030055） 

宍粟市波賀町上野（別図42の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図42のとおり 
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水谷ｃⅢ 

（128030056） 

宍粟市波賀町上野（別図43の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図43のとおり 

水谷ＨⅡ 

（128030057） 

宍粟市波賀町上野（別図44の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図44のとおり 

水谷ＣⅡ 

（128030058） 

宍粟市波賀町上野（別図45の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図45のとおり 

水谷ＤⅡ 

（128030059） 

宍粟市波賀町上野（別図46の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図46のとおり 

水谷ＥⅡ 

（128030060） 

宍粟市波賀町上野（別図47の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図47のとおり 

水谷ＡⅡ 

（128030061） 

宍粟市波賀町上野（別図48の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図48のとおり 

水谷Ⅰ 

（128030062） 

宍粟市波賀町上野（別図49の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図49のとおり 

水谷ＧⅡ 

（128030063） 

宍粟市波賀町上野（別図50の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図50のとおり 

水谷ＢⅡ 

（128030064） 

宍粟市波賀町上野（別図51の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図51のとおり 

水谷ＦⅡ 

（128030065） 

宍粟市波賀町上野（別図52の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図52のとおり 

奥水谷ＢⅡ 

（128030066） 

宍粟市波賀町上野（別図53の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図53のとおり 

水谷ＩⅡ 

（128030067） 

宍粟市波賀町上野（別図54の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図54のとおり 

奥水谷ＡⅡ 

（128030068） 

宍粟市波賀町上野（別図55の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図55のとおり 

皆木ＡⅡ 

（128030070） 

宍粟市波賀町皆木（別図56の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図56のとおり 

飯見(1)Ⅰ 

（128030071） 

宍粟市波賀町飯見（別図57の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図57のとおり 

飯見ＢⅡ 

（128030072） 

宍粟市波賀町飯見（別図58の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図58のとおり 

飯見ＡⅡ 

（128030073） 

宍粟市波賀町飯見（別図59の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図59のとおり 

野尻Ⅰ 

（128030074） 

宍粟市波賀町野尻（別図60の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図60のとおり 

野尻(3)Ⅰ 

（128030075） 

宍粟市波賀町野尻（別図61の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図61のとおり 

野尻(2)Ⅰ 

（128030076） 

宍粟市波賀町野尻（別図62の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図62のとおり 
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野尻ｃⅢ 

（128030077） 

宍粟市波賀町野尻（別図63の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図63のとおり 

原ｈⅢ 

（128030078） 

宍粟市波賀町原（別図64のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図64のとおり 

原(3)Ⅰ 

（128030079） 

宍粟市波賀町原（別図65のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図65のとおり 

原(7)Ⅰ 

（128030080） 

宍粟市波賀町原（別図66のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図66のとおり 

原(4)Ⅰ 

（128030081） 

宍粟市波賀町原（別図67のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図67のとおり 

原(8)Ⅰ 

（128030082） 

宍粟市波賀町原（別図68のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図68のとおり 

原ＢⅡ 

（128030083） 

宍粟市波賀町原（別図69のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図69のとおり 

原ＦⅡ 

（128030084） 

宍粟市波賀町原（別図70のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図70のとおり 

原(1)Ⅰ 

（128030085） 

宍粟市波賀町原（別図71のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図71のとおり 

原ＣⅡ 

（128030089） 

宍粟市波賀町原（別図72のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図72のとおり 

原ＧⅡ 

（128030090） 

宍粟市波賀町原（別図73のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図73のとおり 

原(5)Ⅰ 

（128030092） 

宍粟市波賀町音水（別図74の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図74のとおり 

原(2)Ⅰ 

（128030093） 

宍粟市波賀町音水（別図75の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図75のとおり 

原ｃⅢ 

（128030094） 

宍粟市波賀町音水（別図76の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図76のとおり 

原ＥⅡ 

（128030095） 

宍粟市波賀町音水（別図77の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図77のとおり 

音水ＣⅡ 

（128030099） 

宍粟市波賀町音水（別図78の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図78のとおり 

音水ＢⅡ 

（128030100） 

宍粟市波賀町音水（別図79の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図79のとおり 

日ノ原ＡⅡ 

（128030103） 

宍粟市波賀町日ノ原（別図80

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図80のとおり 

音水(1)Ⅰ 

（128030104） 

宍粟市波賀町日ノ原（別図81

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図81のとおり 

日ノ原ＣⅡ 

（128030105） 

宍粟市波賀町日ノ原（別図82

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図82のとおり 
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日ノ原(2)Ⅰ 

（128030106） 

宍粟市波賀町日ノ原（別図83

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図83のとおり 

音水ＥⅡ 

（128030107） 

宍粟市波賀町日ノ原（別図84

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図84のとおり 

日ノ原ＢⅡ 

（128030108） 

宍粟市波賀町日ノ原（別図85

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図85のとおり 

日ノ原ＤⅡ 

（128030109） 

宍粟市波賀町日ノ原（別図86

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図86のとおり 

引原ＡⅡ 

（128030112） 

宍粟市波賀町引原（別図87の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図87のとおり 

引原ＣⅡ 

（128030114） 

宍粟市波賀町引原（別図88の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図88のとおり 

引原(3)Ⅰ 

（128030115） 

宍粟市波賀町引原（別図89の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図89のとおり 

引原Ⅰ 

（128030116） 

宍粟市波賀町引原（別図90の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図90のとおり 

高山Ⅰ 

（128030117） 

宍粟市波賀町引原（別図91の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図91のとおり 

小原ａⅢ 

（128030118） 

宍粟市波賀町引原（別図92の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図92のとおり 

鹿伏(2)Ⅰ 

（128030119） 

宍粟市波賀町鹿伏（別図93の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図93のとおり 

鹿伏ＤⅡ 

（128030120） 

宍粟市波賀町鹿伏（別図94の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図94のとおり 

鹿伏ｇⅢ 

（128030121） 

宍粟市波賀町鹿伏（別図95の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図95のとおり 

鹿伏ＦⅡ 

（128030122） 

宍粟市波賀町鹿伏（別図96の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図96のとおり 

鹿伏ＥⅡ 

（128030123） 

宍粟市波賀町鹿伏（別図97の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図97のとおり 

鹿伏(1)Ⅰ 

（128030124） 

宍粟市波賀町鹿伏（別図98の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図98のとおり 

鹿伏ｊⅢ 

（128030125） 

宍粟市波賀町鹿伏（別図99の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図99のとおり 

鹿伏(4)Ⅰ 

（128030126） 

宍粟市波賀町鹿伏（別図100

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図100のとおり 

鹿伏ＣⅡ 

（128030127） 

宍粟市波賀町戸倉（別図101

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図101のとおり 

鹿伏ＢⅡ 

（128030128） 

宍粟市波賀町戸倉（別図102

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図102のとおり 
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鹿伏ＡⅡ 

（128030129） 

宍粟市波賀町戸倉（別図103

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図103のとおり 

鹿伏(3)Ⅰ 

（128030130） 

宍粟市波賀町戸倉（別図104

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図104のとおり 

戸倉ｅⅢ 

（128030131） 

宍粟市波賀町戸倉（別図105

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図105のとおり 

戸倉ＤⅡ 

（128030132） 

宍粟市波賀町戸倉（別図106

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図106のとおり 

戸倉Ⅰ 

（128030133） 

宍粟市波賀町戸倉（別図107

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図107のとおり 

戸倉ＣⅡ 

（128030134） 

宍粟市波賀町戸倉（別図108

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図108のとおり 

戸倉ａⅢ 

（128030135） 

宍粟市波賀町戸倉（別図109

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図109のとおり 

堀ｃⅢ 

（128030136） 

宍粟市波賀町戸倉（別図110

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図110のとおり 

堀ＡⅡ 

（128030137） 

宍粟市波賀町戸倉（別図111

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図111のとおり 

堀ａⅢ 

（128030138） 

宍粟市波賀町戸倉（別図112

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図112のとおり 

道谷ＢⅡ 

（128030140） 

宍粟市波賀町道谷（別図113

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図113のとおり 

道谷ＡⅡ 

（128030141） 

宍粟市波賀町道谷（別図114

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図114のとおり 

道谷(3)Ⅰ 

（128030142） 

宍粟市波賀町道谷（別図115

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図115のとおり 

道谷(2)Ⅰ 

（128030143） 

宍粟市波賀町道谷（別図116

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図116のとおり 

道谷(4)Ⅰ 

（128030144） 

宍粟市波賀町道谷（別図117

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図117のとおり 

道谷(1)Ⅰ 

（128030145） 

宍粟市波賀町道谷（別図118

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図118のとおり 

戸倉ＢⅡ 

（128030146） 

宍粟市波賀町道谷（別図119

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図119のとおり 

戸倉ＡⅡ 

（128030147） 

宍粟市波賀町道谷（別図120

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図120のとおり 

ホラ谷Ⅰ 

（228030001） 

宍粟市波賀町日見谷（別図

121のとおり） 
土石流 別図121のとおり 

大畑山Ⅰ 

（228030002） 

宍粟市波賀町谷（別図122の

とおり） 
土石流 別図122のとおり 
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上垣内谷Ⅰ 

（228030006） 

宍粟市波賀町谷（別図123の

とおり） 
土石流 別図123のとおり 

小野川Ⅰ 

（228030008） 

宍粟市波賀町小野（別図124

のとおり） 
土石流 別図124のとおり 

溝野山Ⅱ 

（228030009） 

宍粟市波賀町今市（別図125

のとおり） 
土石流 別図125のとおり 

寺ノ前Ⅱ 

（228030012） 

宍粟市波賀町今市（別図126

のとおり） 
土石流 別図126のとおり 

一ノ谷Ⅰ 

（228030013） 

宍粟市波賀町安賀（別図127

のとおり） 
土石流 別図127のとおり 

滝谷Ⅱ 

（228030015） 

宍粟市波賀町齋木（別図128

のとおり） 
土石流 別図128のとおり 

ホウトチⅠ 

（228030016） 

宍粟市波賀町齋木（別図129

のとおり） 
土石流 別図129のとおり 

石ヶ谷Ⅰ 

（228030017） 

宍粟市波賀町齋木（別図130

のとおり） 
土石流 別図130のとおり 

谷口谷Ⅰ 

（228030019） 

宍粟市波賀町齋木（別図131

のとおり） 
土石流 別図131のとおり 

菅谷Ⅰ 

（228030024） 

宍粟市波賀町齋木（別図132

のとおり） 
土石流 別図132のとおり 

水戸谷Ⅰ 

（228030025） 

宍粟市波賀町齋木（別図133

のとおり） 
土石流 別図133のとおり 

中村川Ⅰ 

（228030026） 

宍粟市波賀町齋木（別図134

のとおり） 
土石流 別図134のとおり 

南垣内Ⅰ 

（228030030） 

宍粟市波賀町上野（別図135

のとおり） 
土石流 別図135のとおり 

ウバガ谷Ⅰ 

（228030031） 

宍粟市波賀町有賀（別図136

のとおり） 
土石流 別図136のとおり 

河垣Ⅱ 

（228030032） 

宍粟市波賀町皆木（別図137

のとおり） 
土石流 別図137のとおり 

東山Ⅰ 

（228030033） 

宍粟市波賀町上野（別図138

のとおり） 
土石流 別図138のとおり 

皆木川Ⅰ 

（228030035） 

宍粟市波賀町上野（別図139

のとおり） 
土石流 別図139のとおり 

林ノ谷Ⅰ 

（228030038） 

宍粟市波賀町野尻（別図140

のとおり） 
土石流 別図140のとおり 

八丈川Ⅰ 

（228030042） 

宍粟市波賀町音水（別図141

のとおり） 
土石流 別図141のとおり 

小杉谷Ⅱ 

（228030045） 

宍粟市波賀町音水（別図142

のとおり） 
土石流 別図142のとおり 
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三久安川Ⅰ 

（228030046） 

宍粟市波賀町引原（別図143

のとおり） 
土石流 別図143のとおり 

カイガス川Ⅱ 

（228030047） 

宍粟市波賀町引原（別図144

のとおり） 
土石流 別図144のとおり 

鶴ヶ岡Ⅱ 

（228030049） 

宍粟市波賀町鹿伏（別図145

のとおり） 
土石流 別図145のとおり 

畑ヶ谷Ⅱ 

（228030052） 

宍粟市波賀町道谷（別図146

のとおり） 
土石流 別図146のとおり 

シカ谷Ⅱ 

（228030054） 

宍粟市波賀町道谷（別図147

のとおり） 
土石流 別図147のとおり 

マカド谷Ⅰ 

（228030055） 

宍粟市波賀町道谷（別図148

のとおり） 
土石流 別図148のとおり 

雨山谷Ⅰ 

（228030056） 

宍粟市波賀町鹿伏（別図149

のとおり） 
土石流 別図149のとおり 

赤谷川Ⅰ 

（228030057） 

宍粟市波賀町戸倉（別図150

のとおり） 
土石流 別図150のとおり 

（別図１から別図150までは省略し、３に記載する場所に備え置いて閲覧に供する。） 

２ 指定の案の閲覧期間 

  平成30年３月２日（金）から同月16日（金）まで 

３ 指定の案の閲覧場所 

兵庫県西播磨県民局龍野土木事務所宍粟事業所並びに宍粟市役所及び波賀市民局 

４ 意見書に関する事項 

 (1) 様式 

   要領第５条第２項の規定により定める様式 

 (2) 提出先 

   兵庫県西播磨県民局龍野土木事務所宍粟事業所 

    〒671-2572 宍粟市山崎町庄能400 

 (3) 提出期限 

   平成30年３月16日（金）まで（当日消印有効） 

 (4) 意見要旨及び県の考え方の公表 

   提出された意見の要旨及びこれに対する兵庫県の考え方は、平成30年５月16日（水）までに、３に記載

する場所において閲覧に供し、及び兵庫県ホームページに掲載し、公表する。 

教 育 委 員 会 公 告 

落札者等の公示 

  ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

平成30年２月23日 

契約担当者            

兵庫県教育長 高 井 芳 朗  

１  落札に係る物品等の名称及び数量 

  兵庫県立歴史博物館ほか７施設で使用する電気 予定数量5,330,577キロワット時／年 

２  契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  兵庫県教育委員会事務局社会教育課 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成30年２月２日 
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４ 落札者の名称及び住所 

  関西電力株式会社 兵庫県神戸市中央区加納町６丁目２番１号 

５ 落札金額（税抜） 

  66,356,349円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  平成29年12月19日 

教 育 委 員 会 達 

達第１号 

淡路市公立学校  

淡路教育事務所  

淡路市立学校設置条例の一部を改正する条例（平成29年淡路市条例第４号）第２条の規定の施行の際、淡路

市立生穂小学校に置かれている職に補せられ、若しくは命じられ、又は兼ねて補せられている教職員は、別に

発令されない限り、それぞれ淡路市立津名東小学校の従前と同一の名称の職に補せられ、若しくは命じられ、

又は兼ねて補せられたものと心得られたい。 

  平成30年２月23日 

兵庫県教育委員会  
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