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告         示 

 

兵庫県告示第1131号 

国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。 

令和２年11月４日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１(1) 調査を行った者の名称 

美方郡新温泉町 

 (2) 調査を行った期間 

平成27年４月から令和元年10月まで 

 (3) 成果の名称 

新温泉町鐘尾の一部の地籍図及び地籍簿（20152858601地区） 

 (4) 調査を行った地域 

美方郡新温泉町鐘尾の一部 

 (5) 認証年月日 

令和２年10月22日 

２(1) 調査を行った者の名称 

美方郡新温泉町 

 (2) 調査を行った期間 

平成27年４月から令和元年10月まで 

 (3) 成果の名称 

新温泉町鐘尾の一部の地籍図及び地籍簿（20152858602地区） 

 (4) 調査を行った地域 

美方郡新温泉町鐘尾の一部 
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 (5) 認証年月日 

令和２年10月22日 

 

兵庫県告示第1132号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和２年11月４日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、令和２年11月４日から２週間、西播磨県民局光都土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  令和２年11月４日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

県道 

宍 粟 下 徳 久 線 

佐用郡佐用町下徳久字段畠ケ402番１から 

同 郡同 町下徳久字段畠ケ383番１まで 

旧 
8.0から 

10.0まで 
13.0 

    

新 
10.0から 

11.0まで 
13.0 

 
 

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。 

 令和２年11月４日 

                                 契約担当者 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 落札に係る役務の名称及び数量 

  県・市町・中小企業等への在宅勤務用システム基盤運用管理業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  兵庫県企画県民部科学情報局情報企画課システム管理室 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 

  令和２年９月30日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社インターネットイニシアティブ 東京都千代田区富士見二丁目10番２号 

５ 落札金額 

  242,843,040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 

  令和２年８月18日 

 

   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。 

 令和２年11月４日 

                                 契約担当者 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 落札に係る役務の名称及び数量 

  兵庫情報ハイウェイ（増強）運用保守等委託業務 一式 
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２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  兵庫県企画県民部科学情報局情報企画課システム管理室 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 

  令和２年９月30日 

４ 落札者の名称及び住所 

  ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社 大阪市西区阿波座２―１―11 

５ 落札金額 

  1,683,000,000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 

  令和２年８月18日 

 

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。 

令和２年11月４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 

後川上(3)Ⅱ 

（122010376） 
丹波篠山市後川上（別図１のとおり） 急傾斜地の崩壊 

東吹(7)Ⅱ 

（122030206） 
丹波篠山市東吹（別図２のとおり） 急傾斜地の崩壊 

東吹(8)Ⅱ 

（122030207） 
丹波篠山市東吹（別図３のとおり） 急傾斜地の崩壊 

西古佐(3)Ⅰ 

（122030208） 
丹波篠山市西古佐（別図４のとおり） 急傾斜地の崩壊 

西古佐(2)Ⅱ 

（122030209） 
丹波篠山市西古佐（別図５のとおり） 急傾斜地の崩壊 

味間奥(5)Ⅱ 

（122030210） 
丹波篠山市味間奥（別図６のとおり） 急傾斜地の崩壊 

味間奥(6)Ⅱ 

（122030211） 
丹波篠山市味間奥（別図７のとおり） 急傾斜地の崩壊 

犬飼(4)Ⅰ 

（122030212） 
丹波篠山市犬飼（別図８のとおり） 急傾斜地の崩壊 

後川上Ⅱ 

（222010262） 
丹波篠山市後川上（別図９のとおり） 土石流 

（別図１から別図９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 

  令和２年11月11日（水）から同月25日（水）まで 
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３ 指定の案の閲覧場所 

  兵庫県丹波県民局丹波土木事務所及び丹波篠山市役所 

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 

   兵庫県丹波県民局丹波土木事務所公園砂防課 

    〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 

 (3) 提出期限 

   令和２年11月25日（水）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、令和３年１月25日（月）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。 

 

土砂災害警戒区域の改正の案の閲覧 

平成20年兵庫県告示第1141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。 

令和２年11月４日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 改正しようとする区域の案 

  油井(6)Ⅱ（122030011）の項中別図11、波賀野Ⅰ（122030044）の項中別図44、矢代新Ⅰ（122030053）の

項中別図53、初田(2)Ⅰ（122030068）の項中別図68、東吹(4)Ⅱ（122030077）の項中別図77、東吹(2)Ⅲ（122030080）

の項中別図80、網掛Ⅱ（122030082）の項中別図82、味間奥(3)Ⅱ（122030100）の項中別図100、大沢Ⅲ（122030116）

の項中別図116、住吉台(2)Ⅰ（122030121）の項中別図121、谷山Ⅰ（122030167）の項中別図167、岩崎Ⅰ

（122030169）の項中別図169、小枕(4)Ⅱ（122030183）の項中別図183、真南条中(1)Ⅱ（122030196）の項中

別図196、見内寺谷川Ⅱ（222030024）の項中別図226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 

  令和２年11月11日（水）から同月25日（水）まで 

３ 改正の案の閲覧場所 

  兵庫県丹波県民局丹波土木事務所及び丹波篠山市役所 

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 

   兵庫県丹波県民局丹波土木事務所公園砂防課 

    〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 

 (3) 提出期限 

   令和２年11月25日（水）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、令和３年１月25日（月）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
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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。 

令和２年11月４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 

後川上(3)Ⅱ 

（122010376） 

丹波篠山市後川上（別図１

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図１のとおり 

草野Ⅰ 

（122030001） 

丹波篠山市草野（別図２の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図２のとおり 

草野(2)Ⅰ 

（122030002） 

丹波篠山市草野（別図３の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図３のとおり 

草野Ⅲ 

（122030003） 

丹波篠山市草野（別図４の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図４のとおり 

油井Ⅰ 

（122030004） 

丹波篠山市油井（別図５の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図５のとおり 

油井(2)Ⅰ 

（122030005） 

丹波篠山市油井（別図６の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図６のとおり 

油井(1)Ⅱ 

（122030006） 

丹波篠山市油井（別図７の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図７のとおり 

油井(2)Ⅱ 

（122030007） 

丹波篠山市油井（別図８の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図８のとおり 

油井(3)Ⅱ 

（122030008） 

丹波篠山市油井（別図９の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図９のとおり 

油井(4)Ⅱ 

（122030009） 

丹波篠山市油井（別図10の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図10のとおり 

油井(5)Ⅱ 

（122030010） 

丹波篠山市油井（別図11の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図11のとおり 

油井(6)Ⅱ 

（122030011） 

丹波篠山市油井（別図12の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図12のとおり 

油井(1)Ⅲ 

（122030012） 

丹波篠山市油井（別図13の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図13のとおり 

油井(2)Ⅲ 

（122030013） 

丹波篠山市油井（別図14の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図14のとおり 

不来坂(1)Ⅰ 

（122030015） 

丹波篠山市不来坂（別図15

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図15のとおり 

不来坂(2)Ⅰ 

（122030016） 

丹波篠山市不来坂（別図16

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図16のとおり 
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不来坂(2)Ⅱ 

（122030017） 

丹波篠山市不来坂（別図17

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図17のとおり 

住山(1)Ⅰ 

（122030018） 

丹波篠山市住山（別図18の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図18のとおり 

住山(2)Ⅰ 

（122030019） 

丹波篠山市住山（別図19の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図19のとおり 

住山(3)Ⅰ 

（122030020） 

丹波篠山市住山（別図20の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図20のとおり 

住山(4)Ⅰ 

（122030021） 

丹波篠山市住山（別図21の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図21のとおり 

住山(5)Ⅰ 

（122030022） 

丹波篠山市住山（別図22の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図22のとおり 

住山(1)Ⅱ 

（122030023） 

丹波篠山市住山（別図23の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図23のとおり 

住山(2)Ⅱ 

（122030024） 

丹波篠山市住山（別図24の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図24のとおり 

住山(3)Ⅱ 

（122030025） 

丹波篠山市住山（別図25の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図25のとおり 

住山(4)Ⅱ 

（122030026） 

丹波篠山市住山（別図26の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図26のとおり 

住山(5)Ⅱ 

（122030027） 

丹波篠山市住山（別図27の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図27のとおり 

住山(6)Ⅱ 

（122030028） 

丹波篠山市住山（別図28の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図28のとおり 

住山(1)Ⅲ 

（122030029） 

丹波篠山市住山（別図29の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図29のとおり 

住山(2)Ⅲ 

（122030030） 

丹波篠山市住山（別図30の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図30のとおり 

波賀野新田(2)Ⅰ 

（122030031） 

丹波篠山市古市（別図31の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図31のとおり 

古市Ⅰ 

（122030032） 

丹波篠山市古市（別図32の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図32のとおり 

古市(2)Ⅰ 

（122030033） 

丹波篠山市古市（別図33の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図33のとおり 

古市(3)Ⅰ 

（122030034） 

丹波篠山市古市（別図34の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図34のとおり 

不来坂(1)Ⅱ 

（122030035） 

丹波篠山市古市（別図35の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図35のとおり 

古市Ⅱ 

（122030036） 

丹波篠山市古市（別図36の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図36のとおり 
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波賀野新田(1)Ⅰ 

（122030037） 

丹波篠山市波賀野新田（別

図37のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図37のとおり 

見内Ⅰ 

（122030038） 

丹波篠山市見内（別図38の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図38のとおり 

見内(1)Ⅱ 

（122030039） 

丹波篠山市見内（別図39の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図39のとおり 

見内(2)Ⅱ 

（122030040） 

丹波篠山市見内（別図40の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図40のとおり 

見内(3)Ⅱ 

（122030041） 

丹波篠山市見内（別図41の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図41のとおり 

見内(4)Ⅱ 

（122030042） 

丹波篠山市見内（別図42の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図42のとおり 

波賀野Ⅲ 

（122030043） 

丹波篠山市見内（別図43の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図43のとおり 

波賀野Ⅰ 

（122030044） 

丹波篠山市波賀野（別図44

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図44のとおり 

波賀野(2)Ⅰ 

（122030045） 

丹波篠山市波賀野（別図45

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図45のとおり 

波賀野(3)Ⅰ 

（122030046） 

丹波篠山市波賀野（別図46

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図46のとおり 

波賀野(4)Ⅰ 

（122030047） 

丹波篠山市波賀野（別図47

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図47のとおり 

当野(1)Ⅱ 

（122030048） 

丹波篠山市当野（別図48の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図48のとおり 

当野(2)Ⅱ 

（122030049） 

丹波篠山市当野（別図49の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図49のとおり 

当野(3)Ⅱ 

（122030050） 

丹波篠山市当野（別図50の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図50のとおり 

当野(4)Ⅱ 

（122030051） 

丹波篠山市当野（別図51の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図51のとおり 

当野(2)Ⅲ 

（122030052） 

丹波篠山市当野（別図52の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図52のとおり 

矢代新Ⅰ 

（122030053） 

丹波篠山市矢代新（別図53

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図53のとおり 

南矢代(1)Ⅰ 

（122030054） 

丹波篠山市南矢代（別図54

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図54のとおり 

南矢代(2)Ⅰ 

（122030055） 

丹波篠山市南矢代（別図55

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図55のとおり 

南矢代(3)Ⅰ 

（122030056） 

丹波篠山市南矢代（別図56

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図56のとおり 
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南矢代(5)Ⅰ 

（122030057） 

丹波篠山市南矢代（別図57

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図57のとおり 

南矢代(1)Ⅱ 

（122030058） 

丹波篠山市南矢代（別図58

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図58のとおり 

南矢代(2)Ⅱ 

（122030059） 

丹波篠山市南矢代（別図59

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図59のとおり 

南矢代(3)Ⅱ 

（122030060） 

丹波篠山市南矢代（別図60

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図60のとおり 

南矢代Ⅲ 

（122030061） 

丹波篠山市南矢代（別図61

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図61のとおり 

犬飼Ⅰ 

（122030062） 

丹波篠山市犬飼（別図62の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図62のとおり 

犬飼(2)Ⅰ 

（122030063） 

丹波篠山市犬飼（別図63の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図63のとおり 

犬飼(3)Ⅰ 

（122030064） 

丹波篠山市犬飼（別図64の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図64のとおり 

南矢代(4)Ⅰ 

（122030065） 

丹波篠山市犬飼（別図65の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図65のとおり 

犬飼Ⅱ 

（122030066） 

丹波篠山市犬飼（別図66の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図66のとおり 

初田Ⅰ 

（122030067） 

丹波篠山市初田（別図67の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図67のとおり 

初田(2)Ⅰ 

（122030068） 

丹波篠山市初田（別図68の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図68のとおり 

初田(3)Ⅰ 

（122030069） 

丹波篠山市初田（別図69の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図69のとおり 

初田(4)Ⅰ 

（122030070） 

丹波篠山市初田（別図70の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図70のとおり 

東吹上Ⅰ 

（122030072） 

丹波篠山市東吹（別図71の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図71のとおり 

東吹上(2)Ⅰ 

（122030073） 

丹波篠山市東吹（別図72の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図72のとおり 

東吹(1)Ⅱ 

（122030074） 

丹波篠山市東吹（別図73の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図73のとおり 

東吹(2)Ⅱ 

（122030075） 

丹波篠山市東吹（別図74の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図74のとおり 

東吹(3)Ⅱ 

（122030076） 

丹波篠山市東吹（別図75の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図75のとおり 

東吹(4)Ⅱ 

（122030077） 

丹波篠山市東吹（別図76の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図76のとおり 
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東吹(5)Ⅱ 

（122030078） 

丹波篠山市東吹（別図77の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図77のとおり 

東吹(6)Ⅱ 

（122030079） 

丹波篠山市東吹（別図78の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図78のとおり 

東吹(2)Ⅲ 

（122030080） 

丹波篠山市東吹（別図79の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図79のとおり 

吹新Ⅰ 

（122030081） 

丹波篠山市吹新（別図80の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図80のとおり 

網掛Ⅱ 

（122030082） 

丹波篠山市網掛（別図81の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図81のとおり 

吹新Ⅱ 

（122030083） 

丹波篠山市網掛（別図82の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図82のとおり 

東吹(1)Ⅲ 

（122030084） 

丹波篠山市網掛（別図83の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図83のとおり 

西吹Ⅰ 

（122030085） 

丹波篠山市西吹（別図84の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図84のとおり 

西吹(1)Ⅱ 

（122030086） 

丹波篠山市西吹（別図85の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図85のとおり 

西吹(2)Ⅱ 

（122030087） 

丹波篠山市西吹（別図86の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図86のとおり 

西吹(3)Ⅱ 

（122030088） 

丹波篠山市西吹（別図87の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図87のとおり 

西古佐(2)Ⅰ 

（122030089） 

丹波篠山市西古佐（別図88

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図88のとおり 

西古佐(1)Ⅰ 

（122030090） 

丹波篠山市西古佐（別図89

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図89のとおり 

西古佐Ⅱ 

（122030091） 

丹波篠山市西古佐（別図90

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図90のとおり 

味間北Ⅰ 

（122030092） 

丹波篠山市味間北（別図91

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図91のとおり 

味間北(1)Ⅲ 

（122030093） 

丹波篠山市味間北（別図92

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図92のとおり 

味間北(2)Ⅲ 

（122030094） 

丹波篠山市味間北（別図93

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図93のとおり 

味間北(3)Ⅲ 

（122030095） 

丹波篠山市味間北（別図94

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図94のとおり 

味間北(4)Ⅲ 

（122030096） 

丹波篠山市味間北（別図95

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図95のとおり 

味間奥Ⅰ 

（122030097） 

丹波篠山市味間奥（別図96

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図96のとおり 
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味間奥Ⅱ 

（122030098） 

丹波篠山市味間奥（別図97

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図97のとおり 

味間奥(2)Ⅱ 

（122030099） 

丹波篠山市味間奥（別図98

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図98のとおり 

味間奥(3)Ⅱ 

（122030100） 

丹波篠山市味間奥（別図99

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図99のとおり 

味間奥(4)Ⅱ 

（122030101） 

丹波篠山市味間奥（別図100

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図100のとおり 

味間奥(1)Ⅲ 

（122030102） 

丹波篠山市味間奥（別図101

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図101のとおり 

味間奥(2)Ⅲ 

（122030103） 

丹波篠山市味間奥（別図102

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図102のとおり 

味間南(1)Ⅰ 

（122030104） 

丹波篠山市味間南（別図103

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図103のとおり 

味間南(2)Ⅰ 

（122030105） 

丹波篠山市味間南（別図104

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図104のとおり 

味間南(1)Ⅱ 

（122030106） 

丹波篠山市味間南（別図105

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図105のとおり 

味間南(2)Ⅱ 

（122030107） 

丹波篠山市味間南（別図106

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図106のとおり 

味間北(5)Ⅲ 

（122030108） 

丹波篠山市味間南（別図107

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図107のとおり 

味間南(1)Ⅲ 

（122030109） 

丹波篠山市味間南（別図108

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図108のとおり 

味間南(2)Ⅲ 

（122030110） 

丹波篠山市味間南（別図109

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図109のとおり 

中野Ⅰ 

（122030111） 

丹波篠山市中野（別図110の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図110のとおり 

大沢Ⅰ 

（122030112） 

丹波篠山市大沢（別図111の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図111のとおり 

大沢(2)Ⅰ 

（122030113） 

丹波篠山市大沢（別図112の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図112のとおり 

大沢(3)Ⅰ 

（122030114） 

丹波篠山市大沢（別図113の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図113のとおり 

大沢Ⅱ 

（122030115） 

丹波篠山市大沢（別図114の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図114のとおり 

大沢Ⅲ 

（122030116） 

丹波篠山市大沢（別図115の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図115のとおり 

大沢新Ⅱ 

（122030117） 

丹波篠山市大沢新（別図116

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図116のとおり 
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杉Ⅰ 

（122030118） 

丹波篠山市杉（別図117のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図117のとおり 

杉Ⅲ 

（122030119） 

丹波篠山市杉（別図118のと

おり） 
急傾斜地の崩壊 別図118のとおり 

住吉台(2)Ⅰ 

（122030121） 

丹波篠山市住吉台（別図119

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図119のとおり 

住吉台(3)Ⅰ 

（122030122） 

丹波篠山市住吉台（別図120

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図120のとおり 

谷山Ⅰ 

（122030167） 

丹波篠山市谷山（別図121の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図121のとおり 

谷山Ⅲ 

（122030168） 

丹波篠山市谷山（別図122の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図122のとおり 

岩崎Ⅰ 

（122030169） 

丹波篠山市岩崎（別図123の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図123のとおり 

岩崎(1)Ⅱ 

（122030170） 

丹波篠山市岩崎（別図124の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図124のとおり 

岩崎(2)Ⅱ 

（122030171） 

丹波篠山市岩崎（別図125の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図125のとおり 

岩崎Ⅲ 

（122030172） 

丹波篠山市岩崎（別図126の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図126のとおり 

宇土Ⅰ 

（122030173） 

丹波篠山市宇土（別図127の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図127のとおり 

宇土(2)Ⅰ 

（122030174） 

丹波篠山市宇土（別図128の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図128のとおり 

宇土Ⅲ 

（122030175） 

丹波篠山市宇土（別図129の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図129のとおり 

小枕(1)Ⅰ 

（122030176） 

丹波篠山市小枕（別図130の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図130のとおり 

小枕(2)Ⅰ 

（122030177） 

丹波篠山市小枕（別図131の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図131のとおり 

小枕(3)Ⅰ 

（122030178） 

丹波篠山市小枕（別図132の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図132のとおり 

野中Ⅰ 

（122030179） 

丹波篠山市小枕（別図133の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図133のとおり 

小枕(1)Ⅱ 

（122030180） 

丹波篠山市小枕（別図134の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図134のとおり 

小枕(2)Ⅱ 

（122030181） 

丹波篠山市小枕（別図135の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図135のとおり 

小枕(3)Ⅱ 

（122030182） 

丹波篠山市小枕（別図136の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図136のとおり 
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小枕(4)Ⅱ 

（122030183） 

丹波篠山市小枕（別図137の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図137のとおり 

小枕(5)Ⅱ 

（122030184） 

丹波篠山市小枕（別図138の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図138のとおり 

小枕(1)Ⅲ 

（122030185） 

丹波篠山市小枕（別図139の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図139のとおり 

小枕(2)Ⅲ 

（122030186） 

丹波篠山市小枕（別図140の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図140のとおり 

小枕(3)Ⅲ 

（122030187） 

丹波篠山市小枕（別図141の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図141のとおり 

小枕(4)Ⅲ 

（122030188） 

丹波篠山市小枕（別図142の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図142のとおり 

小枕(5)Ⅲ 

（122030189） 

丹波篠山市小枕（別図143の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図143のとおり 

真南条上Ⅱ 

（122030190） 

丹波篠山市真南条上（別図

144のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図144のとおり 

真南条上Ⅲ 

（122030191） 

丹波篠山市真南条上（別図

145のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図145のとおり 

真南条中(1)Ⅲ 

（122030192） 

丹波篠山市真南条上（別図

146のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図146のとおり 

真南条中(2)Ⅲ 

（122030193） 

丹波篠山市真南条上（別図

147のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図147のとおり 

真南条中(1)Ⅰ 

（122030194） 

丹波篠山市真南条中（別図

148のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図148のとおり 

真南条中(2)Ⅰ 

（122030195） 

丹波篠山市真南条中（別図

149のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図149のとおり 

真南条中(2)Ⅱ 

（122030197） 

丹波篠山市真南条中（別図

150のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図150のとおり 

真南条下(1)Ⅲ 

（122030198） 

丹波篠山市真南条下（別図

151のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図151のとおり 

真南条下(2)Ⅲ 

（122030199） 

丹波篠山市真南条下（別図

152のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図152のとおり 

栗栖野Ⅰ 

（122030200） 

丹波篠山市栗栖野（別図153

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図153のとおり 

東吹(7)Ⅱ 

（122030206） 

丹波篠山市東吹（別図154の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図154のとおり 

東吹(8)Ⅱ 

（122030207） 

丹波篠山市東吹（別図155の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図155のとおり 

西古佐(3)Ⅰ 

（122030208） 

丹波篠山市西古佐（別図156

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図156のとおり 
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西古佐(2)Ⅱ 

（122030209） 

丹波篠山市西古佐（別図157

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図157のとおり 

味間奥(5)Ⅱ 

（122030210） 

丹波篠山市味間奥（別図158

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図158のとおり 

味間奥(6)Ⅱ 

（122030211） 

丹波篠山市味間奥（別図159

のとおり） 
急傾斜地の崩壊 別図159のとおり 

犬飼(4)Ⅰ 

（122030212） 

丹波篠山市犬飼（別図160の

とおり） 
急傾斜地の崩壊 別図160のとおり 

草野谷Ⅰ 

（222030001） 

丹波篠山市草野（別図161の

とおり） 
土石流 別図161のとおり 

全寺川Ⅰ 

（222030002） 

丹波篠山市草野（別図162の

とおり） 
土石流 別図162のとおり 

八王子谷川Ⅰ 

（222030003） 

丹波篠山市草野（別図163の

とおり） 
土石流 別図163のとおり 

八王子川Ⅰ 

（222030004） 

丹波篠山市草野（別図164の

とおり） 
土石流 別図164のとおり 

古森川Ⅰ 

（222030005） 

丹波篠山市古森（別図165の

とおり） 
土石流 別図165のとおり 

トツ谷川Ⅰ 

（222030006） 

丹波篠山市油井（別図166の

とおり） 
土石流 別図166のとおり 

大谷川Ⅱ 

（222030010） 

丹波篠山市不来坂（別図167

のとおり） 
土石流 別図167のとおり 

住山川Ⅰ 

（222030011） 

丹波篠山市住山（別図168の

とおり） 
土石流 別図168のとおり 

舟谷川Ⅱ 

（222030014） 

丹波篠山市住山（別図169の

とおり） 
土石流 別図169のとおり 

寺谷山川Ⅱ 

（222030016） 

丹波篠山市住山（別図170の

とおり） 
土石流 別図170のとおり 

上中山Ⅱ 

（222030020） 

丹波篠山市古市（別図171の

とおり） 
土石流 別図171のとおり 

古市川Ⅰ 

（222030022） 

丹波篠山市波賀野新田（別

図172のとおり） 
土石流 別図172のとおり 

宮ノ谷川Ⅰ 

（222030023） 

丹波篠山市見内（別図173の

とおり） 
土石流 別図173のとおり 

見内寺谷川Ⅱ 

（222030024） 

丹波篠山市見内（別図174の

とおり） 
土石流 別図174のとおり 

東谷下谷Ⅱ 

（222030025） 

丹波篠山市見内（別図175の

とおり） 
土石流 別図175のとおり 

東谷上谷Ⅱ 

（222030027） 

丹波篠山市見内（別図176の

とおり） 
土石流 別図176のとおり 
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風呂ヶ谷Ⅰ 

（222030029） 

丹波篠山市波賀野（別図177

のとおり） 
土石流 別図177のとおり 

波賀野中谷Ⅰ 

（222030030） 

丹波篠山市波賀野（別図178

のとおり） 
土石流 別図178のとおり 

波賀野南谷Ⅰ 

（222030031） 

丹波篠山市波賀野（別図179

のとおり） 
土石流 別図179のとおり 

下山谷川Ⅰ 

（222030035） 

丹波篠山市当野（別図180の

とおり） 
土石流 別図180のとおり 

高仙寺谷Ⅰ 

（222030038） 

丹波篠山市南矢代（別図181

のとおり） 
土石流 別図181のとおり 

風呂ノ谷川Ⅰ 

（222030039） 

丹波篠山市南矢代（別図182

のとおり） 
土石流 別図182のとおり 

宮ノ谷川(2)Ⅰ 

（222030040） 

丹波篠山市南矢代（別図183

のとおり） 
土石流 別図183のとおり 

一ノ谷川Ⅰ 

（222030041） 

丹波篠山市南矢代（別図184

のとおり） 
土石流 別図184のとおり 

一ヶ谷Ⅰ 

（222030042） 

丹波篠山市南矢代（別図185

のとおり） 
土石流 別図185のとおり 

奥川Ⅰ 

（222030043） 

丹波篠山市南矢代（別図186

のとおり） 
土石流 別図186のとおり 

大谷(2)Ⅰ 

（222030049） 

丹波篠山市初田（別図187の

とおり） 
土石流 別図187のとおり 

初田川(2)Ⅰ 

（222030051） 

丹波篠山市初田（別図188の

とおり） 
土石流 別図188のとおり 

下谷Ⅰ 

（222030052） 

丹波篠山市初田（別図189の

とおり） 
土石流 別図189のとおり 

滝ノ音川Ⅰ 

（222030054） 

丹波篠山市味間奥（別図190

のとおり） 
土石流 別図190のとおり 

鍋倉谷川Ⅱ 

（222030059） 

丹波篠山市味間奥（別図191

のとおり） 
土石流 別図191のとおり 

尾ノ谷川Ⅱ 

（222030068） 

丹波篠山市大沢新（別図192

のとおり） 
土石流 別図192のとおり 

谷山川Ⅰ 

（222030093） 

丹波篠山市谷山（別図193の

とおり） 
土石流 別図193のとおり 

大谷Ⅰ 

（222030094） 

丹波篠山市岩崎（別図194の

とおり） 
土石流 別図194のとおり 

岩崎谷川Ⅱ 

（222030096） 

丹波篠山市岩崎（別図195の

とおり） 
土石流 別図195のとおり 

宇土谷Ⅰ 

（222030097） 

丹波篠山市宇土（別図196の

とおり） 
土石流 別図196のとおり 
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清滝川Ⅰ 

（222030098） 

丹波篠山市宇土（別図197の

とおり） 
土石流 別図197のとおり 

大谷東川Ⅰ 

（222030099） 

丹波篠山市宇土（別図198の

とおり） 
土石流 別図198のとおり 

東寺谷川Ⅰ 

（222030102） 

丹波篠山市小枕（別図199の

とおり） 
土石流 別図199のとおり 

小枕奥谷Ⅰ 

（222030103） 

丹波篠山市小枕（別図200の

とおり） 
土石流 別図200のとおり 

三国山谷川Ⅱ 

（222030104） 

丹波篠山市小枕（別図201の

とおり） 
土石流 別図201のとおり 

馬草谷川Ⅱ 

（222030105） 

丹波篠山市小枕（別図202の

とおり） 
土石流 別図202のとおり 

境目Ⅱ 

（222030107） 

丹波篠山市小枕（別図203の

とおり） 
土石流 別図203のとおり 

北山Ⅱ 

（222030108） 

丹波篠山市小枕（別図204の

とおり） 
土石流 別図204のとおり 

北山谷川Ⅱ 

（222030109） 

丹波篠山市小枕（別図205の

とおり） 
土石流 別図205のとおり 

北山谷川(2)Ⅱ 

（222030110） 

丹波篠山市小枕（別図206の

とおり） 
土石流 別図206のとおり 

大平山東谷川Ⅱ 

（222030112） 

丹波篠山市真南条上（別図

207のとおり） 
土石流 別図207のとおり 

寺前Ⅰ 

（222030113） 

丹波篠山市真南条中（別図

208のとおり） 
土石流 別図208のとおり 

宮奥谷Ⅰ 

（222030114） 

丹波篠山市真南条中（別図

209のとおり） 
土石流 別図209のとおり 

寺奥東谷川Ⅱ 

（222030116） 

丹波篠山市真南条中（別図

210のとおり） 
土石流 別図210のとおり 

真南条川Ⅱ 

（222030117） 

丹波篠山市真南条中（別図

211のとおり） 
土石流 別図211のとおり 

小田川(2)Ⅰ 

（222030119） 

丹波篠山市真南条下（別図

212のとおり） 
土石流 別図212のとおり 

仮屋谷川Ⅰ 

（222030120） 

丹波篠山市真南条下（別図

213のとおり） 
土石流 別図213のとおり 

仮屋谷川(2)Ⅰ 

（222030121） 

丹波篠山市真南条下（別図

214のとおり） 
土石流 別図214のとおり 

墓ノ谷川Ⅱ 

（222030122） 

丹波篠山市栗栖野（別図215

のとおり） 
土石流 別図215のとおり 

（別図１から別図215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 

  令和２年11月11日（水）から同月25日（水）まで 
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３ 指定の案の閲覧場所 

  兵庫県丹波県民局丹波土木事務所及び丹波篠山市役所 

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 

   兵庫県丹波県民局丹波土木事務所公園砂防課 

    〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 

 (3) 提出期限 

   令和２年11月25日（水）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、令和３年１月25日（月）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。 

 

      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。 

    令和２年11月４日 

契約担当者            

兵庫県知事  井 戸 敏 三  

１  落札に係る物品の名称及び数量 

    除雪ドーザ11トン級（養父土木事務所）２台 

２  契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  兵庫県出納局管理課 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 

  令和２年９月７日 

４  落札者の名称及び住所 

  コマツカスタマーサポート株式会社兵庫北営業所 養父市八鹿町国木75―１ 

５  落札金額 

  30,140,000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 

  令和２年７月28日 

 

      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。 

    令和２年11月４日 

契約担当者            

兵庫県知事  井 戸 敏 三  

１  落札に係る物品の名称及び数量 

    除雪ドーザ13トン級（新温泉土木事務所）１台 

２  契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  兵庫県出納局管理課 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 

  令和２年９月７日 

４  落札者の名称及び住所 

  コマツカスタマーサポート株式会社兵庫北営業所 養父市八鹿町国木75―１ 

５  落札金額 

  17,820,000円 
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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 

  令和２年７月28日 

 

      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。 

    令和２年11月４日 

契約担当者            

兵庫県知事  井 戸 敏 三  

１  落札に係る物品の名称及び数量 

    空港用化学消防車 １台 

２  契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  兵庫県出納局管理課 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 

  令和２年９月７日 

４  落札者の名称及び住所 

  帝國纎維株式会社 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 

５  落札金額 

  172,710,770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 

  令和２年７月28日 

 

   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２年11月４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 

  相生市向陽台257番 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

  相生市本郷町５番１号 

  株式会社身野建設 代表取締役 身 野 健 太 

３ 許可年月日及び許可番号 

  令和２年６月25日 

  兵庫県指令中播（姫土）（建）第１－11号（２相生） 

 

   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２年11月４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 

  揖保郡太子町馬場字樋ノ上265番１、266番 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

  たつの市神岡町東觜崎546番地の１ 



令和２年11月４日 水曜日   兵 庫 県 公 報          第 154 号 

18 

  有限会社太成 代表取締役 河 﨑 和 浩 

３ 許可年月日及び許可番号 

  令和２年10月８日 

  兵庫県指令中播（姫土）（建）第１－34－２号（１太子） 

 

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。 

令和２年11月４日 

                      契約担当者     

県立農林水産技術総合センター所長 芦 田 義 則  

１ 落札に係る工事の名称 

農技（但）第1013号 漁業調査船「たじま」第３回中間検査修繕整備 

２ 契約に関する事務を担当するかいの名称及び所在地 

県立農林水産技術総合センター但馬水産技術センター 美方郡香美町香住区境1126―５ 

３ 落札者を決定した日 

令和２年10月７日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  サンセイ株式会社下関工場 山口県下関市彦島本村町３丁目５番１号 

５ 落札金額（税込） 

  104,500,000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 

  令和２年９月１日 
 

正 誤 

 

○令和２年５月22日付け（兵庫県公報号外） 

兵庫県規則第30号（産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例施行規則の一部を改正する規

則）中 

（ページ） （行） （誤） （正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上から１ 

 

 ６ 電子機器又

は通信機器を

利用した顧客

情報等の情報

のバックアッ

プを行う事業 

事務所

、情報

処理施

設及び

これら

の附帯

施設 

５ 

新 製

造 技

術・新

素 材

に 関

連 す

る 分

野 

１ 生産性の向

上、省力化、品

質の向上等に

寄与する新た

な製造工程の

開発又は当該

製造工程に用

いる製品の製

造を行う事業 

事務所

、試験

研究施

設、生

産施設

、展示

施設及

びこれ

らの附 
 

 ６ 電子機器又

は通信機器を

利用した顧客

情報等の情報

のバックアッ

プを行う事業 

事務所

、情報

処理施

設及び

これら

の附帯

施設 

 

 

 

 

 

 

７ 高度な情報

処理を行う電

子計算機を利

用する研究の

支援又は当該

研究を行う人

材の育成に係

る事業の円滑

な実施を支援 

事務所

、教室、

試験研

究施設

、研修

施設及

びこれ

らの附

帯施設 
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  帯施設 

 

 する事業  

５ 

新 製

造 技

術・新

素 材

に 関

連 す

る 分

野 

１ 生産性の向

上、省力化、品

質の向上等に

寄与する新た

な製造工程の

開発又は当該

製造工程に用

いる製品の製

造を行う事業 

事務所

、試験

研究施

設、生

産施設

、展示

施設及

びこれ

らの附

帯施設 

 上から15 
当該素材を用いた開発若しくは製品

の製造 

当該素材を用いた製品の開発若しく

は製造 
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