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兵庫県告示第916号
地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第24条において準用する同法第６条第１
項の規定により、川西市から次のとおり平成29年度における病院事業会計経営健全化計画実施状況の報告があ
った。
平成30年10月26日
兵庫県知事 井 戸 敏 三
１ 計画と具体的な措置の状況
(1) 診療体制の充実（前年度末比）
整形外科医師の確保 １人増
(2) 医業収益増収に関する改善額
ア 休床中病棟の再開による稼働病床の拡充
休床中病棟（３階南病棟）の再開等を平成27年５月に実施し、稼働病床を従前の199床から234床とし
た。
イ 救急車搬送患者の積極的受入れ、時間外救急患者対応時の適正対応、受入れ可能症状（疾患）の拡大
ウ 分べん費用減額改定 分べん費用の平均が約54万円から約48万円になるよう減額
分べん件数比較 前年度比13件増
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エ 認知症ケア加算１の適用（平成30年２月から）
平成29年度実績 約182万円増収
オ 適切な退院支援による退院支援加算の見直し（平成28年７月から）
平成29年度実績 約354万円増収
カ 心大血管疾患リハビリテーション料の実施（平成29年１月から）
平成29年度実績 約260万円増収
キ その他の増収策
排尿自立指導料の算定実施（平成30年２月から）
(3) 医業費用抑制に関する改善額
ア 兵庫県市町村職員退職手当組合負担金の見直し
兵庫県市町村職員退職手当組合負担金の負担率が減 約１億1,800万円減
イ 経費の見直し
エレベーターのオーバーホールや給食提供用の専用カートに係る一時的な経費が減 約4,400万円減
(4) その他の取組み
ア 電子カルテシステムの本格稼働
診療の円滑化及び効率化の向上とともに、院内情報の共有化
イ 患者支援センターを１室から２室へ
患者支援体制の充実
ウ 病院機能評価の更新
平成30年１月の病院機能評価の更新審査に向け、年度当初から審査対象となる療養環境の改善や患者
向け情報発信の充実に取り組み更新
(5) 一般会計からの支援
病院経営安定化支援補助金 2.5億円
２ 資金不足額解消の状況
（単位：千円）
年度 計画初年度の 計画初年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
前年度

区分
当初計画

Ａ

解消実績額
現在計画

(平 成 27年 度 ) (第２年度) (第３年度) (第４年度)

Ｂ
Ｃ

Ｂ－Ａ又はＣ－Ａ
資金不足額

1,018,360

346,000

17,000

△92,000

149,000

401,956

△52,923

△119,432

－

401,956

△52,923

△119,432

149,000

55,956

△69,923

△27,432

0

616,404

669,327

788,759

639,759

３ 資金不足比率の状況
（単位：％）
年度 計画初年度の
前年度

資金不足比率

資金不足比率

実績値

25.8

計画初年度

平成28年度
(第２年度)

(平成27年度)
計画値

15.1

実績値

13.8

計画値

13.3

実績値

14.0

平成29年度

平成30年度

(第３年度)

(第４年度)

計画値

14.9

実績値

16.9

備考

計画値

11.8

医業収益及び資
金不足解消額が
計画に届かな
かったため、平
成29年度実績が
計画を上回っ
た。

４ その他経営の健全化に必要な事項の措置の状況
認定看護師等の育成を図るとともにチーム医療を推進することで、診療報酬上の加算算定に繋げている。

兵庫県告示第917号
土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した。
平成30年10月26日
兵庫県知事 井 戸 敏 三
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土地改良区の名称

認可年月日

慶野土地改良区

平成30年10月３日

兵庫県告示第918号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第12条第２項及び第３項の規
定に基づき、次のとおりツキノワグマの狩猟による捕獲等を制限する。
平成30年10月26日
兵庫県知事 井 戸 敏 三
１ 捕獲等をすることができる区域
本州部
２ 捕獲等をすることができる期間
平成30年11月15日から同年12月14日まで
３ ２の期間における捕獲等をすることができる数
総捕獲頭数は、有害捕獲頭数とあわせ137頭を上限とする。
４ その他の制限
２の期間における捕獲等をする者は、あらかじめ知事の承認を受けた者に限る。
３における捕獲上限頭数を超えた場合又は超えるおそれがある場合は、狩猟を中止する。

兵庫県告示第919号
総合治水条例（平成24年兵庫県条例第20号）第22条第１項の規定により、指定雨水貯留浸透施設を次のとお
り指定する。
平成30年10月26日
阪神北県民局長 藪 本 訓 弘
１ 指定する土地等の所在地
三田市天神２丁目１番50号
２ 指定する土地等の土地又は建物若しくは工作物の別及びその用途
(1) 土地又は建物若しくは工作物の別
土地
(2) 用途
県立有馬高等学校校庭
３ 指定する土地等の所有者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
名 称
兵庫県

住

所

代表者の氏名

神戸市中央区下山手通５丁目10番１号

井 戸 敏 三

４ 指定する理由
阪神西部地域内武庫川流域における流域対策として、特に必要があると認められるため。

公

告

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10月26日
兵庫県知事 井 戸 敏 三
免税軽油使用者証

3

平成30年10月26日

金曜日

兵

庫

県

公

報

第 3049 号

業種

記号・番号

有効期限

使用者の住所

漁船以外の船舶

A294978

平成31年５月31日

神戸市

交付県民局、

紛失年月

県民センター
神戸県民セン
ター

平成30年８月

平成30年度若人の賞受賞者
若人の賞表彰要綱（昭和60年10月８日制定）第４条の規定により、平成30年９月22日に次の者を表彰した。
平成30年10月26日
兵庫県知事 井 戸 敏 三
１(1) 氏

名 飯 田 奈津美

(2) 住
所 川西市
(3) 功績内容
ガールスカウト兵庫県連盟の若手リーダーとして全国のヤングリーダーとの交流促進やスカウト活動の
活性化に取り組むなど青少年活動の振興に尽くした。
名 植 田 悠 太
２(1) 氏
(2) 住
所 川辺郡猪名川町
(3) 功績内容
猪名川町青少年健全育成推進会議の若手リーダーとして若者による多彩な音楽イベントの企画運営や後
進の指導に努めるなど青少年の健全育成に尽くした。
名 立 川 正 美
３(1) 氏
(2) 住

所 神戸市

(3) 功績内容
サクソフォン演奏家として多彩な公演や全国のこども病院で子どもたちに勇気と希望を与える音楽活動
を展開し音楽の普及発展に努めるなど文化の振興に尽くした。
名 三 木 マリン
４(1) 氏
(2) 住

所 姫路市

(3) 功績内容
日本ボーイスカウト兵庫連盟姫路地区の若手リーダーとして若者の意見を発信しスカウト活動の活性化
に取り組むなど青少年活動の振興に尽くした。
名 頼 政 良 太
５(1) 氏
(2) 住
所 神戸市
(3) 功績内容
被災地ＮＧＯ恊働センターのリーダーとして被災者に寄り添い足湯ボランティア活動やボランティアセ
ンターの運営支援に努めるなど災害救援活動の推進に尽くした。

病

院

局

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。
平成30年10月26日
兵庫県病院事業 契約担当者
兵庫県病院事業管理者 長 嶋 達 也
１ 調達内容
(1) 購入物品及び数量
血管連続撮影装置（心臓用） 一式
(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) 納入期限
平成31年３月29日（金）
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(4) 納入場所
兵庫県立尼崎総合医療センター 尼崎市東難波町２丁目17番77号
(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８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
積もった契約金額の108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) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。
(6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ
ること。
(7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。
３ 入札書の提出場所等
(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
〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号
兵庫県病院局経営課業務班
電話（078）341－7711 内線3476
(2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間
平成30年10月26日（金）から同年11月９日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。
）
午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。
）
(3) 入札参加申込書の受付期間
上記(2)に同じ。
(4) 入札・開札の日時及び場所
平成30年11月28日（水）午前９時30分 兵庫県庁西館１階小入札室
(5) 入札書の提出期限
上記(4)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による入札については、平成30年
11月27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（入札書記載金額の100分の108）の100分の５以上の額の入札保証金を平成30年11月27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。
(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
て契約締結日までに提出すること。
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(4) 入札者に求められる義務
ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき
ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ
っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成30年11月
９日（金）午後４時までに前記３(1)の場所に提出すること。
イ 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の提出書類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 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。
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。
）が所定の日までに納入されているこ
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（平
成30年12月４日（火）
）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 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。
ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
コ 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、上記アからケ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者以外の者
サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。
）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと
等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。
(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、入札者に求められる義務を履行しなかった
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) 契約書作成の要否
要作成
(8) 落札者の決定方法
入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成
14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79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。
(9) 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 head of the procuring entity:
Dr.Nagashima, Superintendent of the Prefectural Hospitals Agency
(2) Nature and quantity of the product to be purchased:
Angiography equipment, 1 set
(3) Delivery period:
March 29, 2019
(4) Delivery place:
Hyogo Prefectural Amagasaki General Medical Center
(5) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 November 9, 2018
(6) Deadline for tender:
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17:00 November 27, 2018 by mail
9:30 November 28, 2018 by direct delivery
(7) Contact point for the notice:
Administration Division, Hyogo Prefectural Hospitals Agency,
5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 650-8567
TEL (078)341-7711 extension 3476

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。
平成30年10月26日
兵庫県病院事業 契約担当者
兵庫県病院事業管理者 長 嶋 達 也
１ 調達内容
(1) 購入物品及び数量
デュアルエナジー対応高速回転マルチスライスＣＴ装置 一式
(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) 納入期限
平成31年３月29日（金）
(4) 納入場所
兵庫県立淡路医療センター 洲本市塩屋１―１―137
(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８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
積もった契約金額の108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) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。
(6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ
ること。
(7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。
３ 入札書の提出場所等
(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
〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号
兵庫県病院局経営課業務班
電話（078）341－7711 内線3476
(2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間
平成30年10月26日（金）から同年11月９日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。
）
午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。
）
(3) 入札参加申込書の受付期間
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上記(2)に同じ。
(4) 入札・開札の日時及び場所
平成30年11月28日（水）午前９時45分 兵庫県庁西館１階小入札室
(5) 入札書の提出期限
上記(4)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による入札については、平成30年
11月27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（入札書記載金額の100分の108）の100分の５以上の額の入札保証金を平成30年11月27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。
(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
て契約締結日までに提出すること。
(4) 入札者に求められる義務
ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき
ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ
っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成30年11月
９日（金）午後４時までに前記３(1)の場所に提出すること。
イ 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の提出書類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 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。
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。
）が所定の日までに納入されているこ
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（平
成30年12月４日（火）
）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 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。
ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
コ 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、上記アからケ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者以外の者
サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。
）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと
等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。
(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、入札者に求められる義務を履行しなかった
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物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成
14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79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。
(9) 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 head of the procuring entity:
Dr.Nagashima, Superintendent of the Prefectural Hospitals Agency
(2) Nature and quantity of the product to be purchased:
X-ray CT scanners with dual energy, 1 set
(3) Delivery period:
March 29, 2019
(4) Delivery place:
Hyogo Prefectural Awaji Medical Center
(5) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 November 9, 2018
(6) Deadline for tender:
17:00 November 27, 2018 by mail
9:45 November 28, 2018 by direct delivery
(7) Contact point for the notice:
Administration Division, Hyogo Prefectural Hospitals Agency,
5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 650-8567
TEL (078)341-7711 extension 3476

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。
平成30年10月26日
兵庫県病院事業 契約担当者
兵庫県病院事業管理者 長 嶋 達 也
１ 調達内容
(1) 購入物品及び数量
泌尿器用レーザー手術装置 一式
(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) 納入期限
平成31年３月29日（金）
(4) 納入場所
兵庫県立淡路医療センター 洲本市塩屋１―１―137
(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８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
積もった契約金額の108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。
9

平成30年10月26日

金曜日

兵

庫

県

公

報

第 3049 号

(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) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。
(6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ
ること。
(7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。
３ 入札書の提出場所等
(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
〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号
兵庫県病院局経営課業務班
電話（078）341－7711 内線3476
(2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間
平成30年10月26日（金）から同年11月９日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。
）
午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。
）
(3) 入札参加申込書の受付期間
上記(2)に同じ。
(4) 入札・開札の日時及び場所
平成30年11月28日（水）午前10時 兵庫県庁西館１階小入札室
(5) 入札書の提出期限
上記(4)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による入札については、平成30年
11月27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（入札書記載金額の100分の108）の100分の５以上の額の入札保証金を平成30年11月27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。
(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
て契約締結日までに提出すること。
(4) 入札者に求められる義務
ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき
ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ
っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成30年11月
９日（金）午後４時までに前記３(1)の場所に提出すること。
イ 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の提出書類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 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。
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。
）が所定の日までに納入されているこ
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（平
成30年12月４日（火）
）まであること。
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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 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。
ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
コ 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、上記アからケ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者以外の者
サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。
）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと
等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。
(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、入札者に求められる義務を履行しなかった
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) 契約書作成の要否
要作成
(8) 落札者の決定方法
入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成
14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79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。
(9) 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 head of the procuring entity:
Dr.Nagashima, Superintendent of the Prefectural Hospitals Agency
(2) Nature and quantity of the product to be purchased:
Urinary laser surgical system, 1 set
(3) Delivery period:
March 29, 2019
(4) Delivery place:
Hyogo Prefectural Awaji Medical Center
(5) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 November 9, 2018
(6) Deadline for tender:
17:00 November 27, 2018 by mail
10:00 November 28, 2018 by direct delivery
(7) Contact point for the notice:
Administration Division, Hyogo Prefectural Hospitals Agency,
5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 650-8567
TEL (078)341-7711 extension 3476

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。
平成30年10月26日
兵庫県病院事業 契約担当者
兵庫県病院事業管理者 長 嶋 達 也
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１ 調達内容
(1) 購入物品及び数量
内視鏡用Ｘ線テレビ装置 一式
(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) 納入期限
平成31年３月29日（金）
(4) 納入場所
兵庫県立がんセンター 明石市北王子町13―70
(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８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
積もった契約金額の108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) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。
(6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ
ること。
(7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。
３ 入札書の提出場所等
(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
〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号
兵庫県病院局経営課業務班
電話（078）341－7711 内線3476
(2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間
平成30年10月26日（金）から同年11月９日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。
）
午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。
）
(3) 入札参加申込書の受付期間
上記(2)に同じ。
(4) 入札・開札の日時及び場所
平成30年11月28日（水）午前10時15分 兵庫県庁西館１階小入札室
(5) 入札書の提出期限
上記(4)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による入札については、平成30年
11月27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
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契約希望金額（入札書記載金額の100分の108）の100分の５以上の額の入札保証金を平成30年11月27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。
(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
て契約締結日までに提出すること。
(4) 入札者に求められる義務
ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき
ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ
っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成30年11月
９日（金）午後４時までに前記３(1)の場所に提出すること。
イ 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の提出書類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 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。
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。
）が所定の日までに納入されているこ
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（平
成30年12月４日（火）
）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 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。
ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
コ 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、上記アからケ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者以外の者
サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。
）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと
等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。
(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、入札者に求められる義務を履行しなかった
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) 契約書作成の要否
要作成
(8) 落札者の決定方法
入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成
14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79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。
(9) 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 head of the procuring entity:
Dr.Nagashima, Superintendent of the Prefectural Hospitals Agency
(2) Nature and quantity of the product to be purchased:
X-ray TV system for endoscope, 1 set
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(3) Delivery period:
March 29, 2019
(4) Delivery place:
Hyogo Cancer Center
(5) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 November 9, 2018
(6) Deadline for tender:
17:00 November 27, 2018 by mail
10:15 November 28, 2018 by direct delivery
(7) Contact point for the notice:
Administration Division, Hyogo Prefectural Hospitals Agency,
5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 650-8567
TEL (078)341-7711 extension 3476

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。
平成30年10月26日
兵庫県病院事業 契約担当者
兵庫県病院事業管理者 長 嶋 達 也
１ 調達内容
(1) 購入物品及び数量
医療用直線加速装置（リニアック） 一式
(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) 納入期限
平成31年12月27日（金）
(4) 納入場所
兵庫県立がんセンター 明石市北王子町13―70
(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８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
積もった契約金額の108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) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。
(6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ
ること。
(7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。
３ 入札書の提出場所等
(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
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〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号
兵庫県病院局経営課業務班
電話（078）341－7711 内線3476
(2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間
平成30年10月26日（金）から同年11月９日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。
）
午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。
）
(3) 入札参加申込書の受付期間
上記(2)に同じ。
(4) 入札・開札の日時及び場所
平成30年11月28日（水）午前10時30分 兵庫県庁西館１階小入札室
(5) 入札書の提出期限
上記(4)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による入札については、平成30年
11月27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（入札書記載金額の100分の108）の100分の５以上の額の入札保証金を平成30年11月27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。
(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
て契約締結日までに提出すること。
(4) 入札者に求められる義務
ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき
ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ
っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成30年11月
９日（金）午後４時までに前記３(1)の場所に提出すること。
イ 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の提出書類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 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。
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。
）が所定の日までに納入されているこ
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（平
成30年12月４日（火）
）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 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。
ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
コ 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、上記アからケ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者以外の者
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サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。
）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと
等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。
(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、入札者に求められる義務を履行しなかった
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) 契約書作成の要否
要作成
(8) 落札者の決定方法
入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成
14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79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。
(9) 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 head of the procuring entity:
Dr.Nagashima, Superintendent of the Prefectural Hospitals Agency
(2) Nature and quantity of the product to be purchased:
Medical Linear Accelerator, 1 set
(3) Delivery period:
December 27, 2019
(4) Delivery place:
Hyogo Cancer Center
(5) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 November 9, 2018
(6) Deadline for tender:
17:00 November 27, 2018 by mail
10:30 November 28, 2018 by direct delivery
(7) Contact point for the notice:
Administration Division, Hyogo Prefectural Hospitals Agency,
5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 650-8567
TEL (078)341-7711 extension 3476

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。
平成30年10月26日
兵庫県病院事業 契約担当者
兵庫県病院事業管理者 長 嶋 達 也
１ 調達内容
(1) 購入物品及び数量
ＣＴ搭載型ガンマカメラ装置（ＳＰＥＣＴ／ＣＴ） 一式
(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) 納入期限
平成31年３月29日（金）
(4) 納入場所
兵庫県立がんセンター 明石市北王子町13―70
(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８に相当する額を加算した金額
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（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
積もった契約金額の108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) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。
(6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ
ること。
(7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。
３ 入札書の提出場所等
(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
〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号
兵庫県病院局経営課業務班
電話（078）341－7711 内線3476
(2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間
平成30年10月26日（金）から同年11月９日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。
）
午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。
）
(3) 入札参加申込書の受付期間
上記(2)に同じ。
(4) 入札・開札の日時及び場所
平成30年11月28日（水）午前10時45分 兵庫県庁西館１階小入札室
(5) 入札書の提出期限
上記(4)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による入札については、平成30年
11月27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（入札書記載金額の100分の108）の100分の５以上の額の入札保証金を平成30年11月27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。
(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
て契約締結日までに提出すること。
(4) 入札者に求められる義務
ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき
ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ
っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成30年11月
９日（金）午後４時までに前記３(1)の場所に提出すること。
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イ 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の提出書類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 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。
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。
）が所定の日までに納入されているこ
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（平
成30年12月４日（火）
）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 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。
ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
コ 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、上記アからケ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者以外の者
サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。
）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと
等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。
(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、入札者に求められる義務を履行しなかった
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) 契約書作成の要否
要作成
(8) 落札者の決定方法
入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成
14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79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。
(9) 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 head of the procuring entity:
Dr.Nagashima, Superintendent of the Prefectural Hospitals Agency
(2) Nature and quantity of the product to be purchased:
SPECT/CT, 1 set
(3) Delivery period:
March 29, 2019
(4) Delivery place:
Hyogo Cancer Center
(5) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 November 9, 2018
(6) Deadline for tender:
17:00 November 27, 2018 by mail
10:45 November 28, 2018 by direct delivery
(7) Contact point for the notice:
Administration Division, Hyogo Prefectural Hospitals Agency,
5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 650-8567
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TEL (078)341-7711 extension 3476

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。
平成30年10月26日
兵庫県病院事業 契約担当者
兵庫県病院事業管理者 長 嶋 達 也
１ 調達内容
(1) 購入物品及び数量
人工心肺装置 一式
(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) 納入期限
平成31年３月29日（金）
(4) 納入場所
兵庫県立姫路循環器病センター 姫路市西庄甲520
(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８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
積もった契約金額の108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) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。
(6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ
ること。
(7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。
３ 入札書の提出場所等
(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
〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号
兵庫県病院局経営課業務班
電話（078）341－7711 内線3476
(2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間
平成30年10月26日（金）から同年11月９日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。
）
午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。
）
(3) 入札参加申込書の受付期間
上記(2)に同じ。
(4) 入札・開札の日時及び場所
平成30年11月28日（水）午前11時 兵庫県庁西館１階小入札室
(5) 入札書の提出期限
上記(4)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
19

平成30年10月26日

金曜日

兵

庫

県

公

報

第 3049 号

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による入札については、平成30年
11月27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（入札書記載金額の100分の108）の100分の５以上の額の入札保証金を平成30年11月27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。
(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
て契約締結日までに提出すること。
(4) 入札者に求められる義務
ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき
ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ
っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成30年11月
９日（金）午後４時までに前記３(1)の場所に提出すること。
イ 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の提出書類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 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。
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。
）が所定の日までに納入されているこ
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（平
成30年12月４日（火）
）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 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。
ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
コ 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、上記アからケ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者以外の者
サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。
）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと
等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。
(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、入札者に求められる義務を履行しなかった
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) 契約書作成の要否
要作成
(8) 落札者の決定方法
入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成
14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79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。

20

平成30年10月26日

金曜日

兵

庫

県

公

報

第 3049 号

(9) 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 head of the procuring entity:
Dr.Nagashima, Superintendent of the Prefectural Hospitals Agency
(2) Nature and quantity of the product to be purchased:
Heart-lung machine, 1 set
(3) Delivery period:
March 29, 2019
(4) Delivery place:
Hyogo Brain and Heart Center at Himeji
(5) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 November 9, 2018
(6) Deadline for tender:
17:00 November 27, 2018 by mail
11:00 November 28, 2018 by direct delivery
(7) Contact point for the notice:
Administration Division, Hyogo Prefectural Hospitals Agency,
5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 650-8567
TEL (078)341-7711 extension 3476

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。
平成30年10月26日
兵庫県病院事業 契約担当者
兵庫県病院事業管理者 長 嶋 達 也
１ 調達内容
(1) 購入物品及び数量
超音波画像診断装置
(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) 納入期限
平成31年１月31日（木）
(4) 納入場所
兵庫県立姫路循環器病センター 姫路市西庄甲520
(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８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
積もった契約金額の108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
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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) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。
(6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ
ること。
(7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。
３ 入札書の提出場所等
(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
〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号
兵庫県病院局経営課業務班
電話（078）341－7711 内線3476
(2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間
平成30年10月26日（金）から同年11月９日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。
）
午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。
）
(3) 入札参加申込書の受付期間
上記(2)に同じ。
(4) 入札・開札の日時及び場所
平成30年11月28日（水）午前11時15分 兵庫県庁西館１階小入札室
(5) 入札書の提出期限
上記(4)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による入札については、平成30年
11月27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（入札書記載金額の100分の108）の100分の５以上の額の入札保証金を平成30年11月27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。
(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
て契約締結日までに提出すること。
(4) 入札者に求められる義務
ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき
ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ
っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成30年11月
９日（金）午後４時までに前記３(1)の場所に提出すること。
イ 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の提出書類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 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。
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。
）が所定の日までに納入されているこ
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（平
成30年12月４日（火）
）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。
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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 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。
ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
コ 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、上記アからケ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者以外の者
サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。
）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと
等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。
(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、入札者に求められる義務を履行しなかった
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) 契約書作成の要否
要作成
(8) 落札者の決定方法
入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成
14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79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。
(9) 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 head of the procuring entity:
Dr.Nagashima, Superintendent of the Prefectural Hospitals Agency
(2) Nature and quantity of the product to be purchased:
Ultrasound imaging diagnostic apparatus, 1 set
(3) Delivery period:
January 31, 2019
(4) Delivery place:
Hyogo Brain and Heart Center at Himeji
(5) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 November 9, 2018
(6) Deadline for tender:
17:00 November 27, 2018 by mail
11:15 November 28, 2018 by direct delivery
(7) Contact point for the notice:
Administration Division, Hyogo Prefectural Hospitals Agency,
5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 650-8567
TEL (078)341-7711 extension 3476

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。
平成30年10月26日
兵庫県病院事業 契約担当者
兵庫県病院事業管理者 長 嶋 達 也
１ 調達内容
(1) 購入物品及び数量
Ｘ線撮影用ＤＲ（デジタルラジオグラフィ）装置 一式
(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。
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(3) 納入期限
平成31年２月28日（木）
(4) 納入場所
兵庫県立リハビリテーション西播磨病院 たつの市新宮町光都１―７―１
(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８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
積もった契約金額の108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) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。
(6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ
ること。
(7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。
３ 入札書の提出場所等
(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
〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号
兵庫県病院局経営課業務班
電話（078）341－7711 内線3476
(2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間
平成30年10月26日（金）から同年11月９日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。
）
午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。
）
(3) 入札参加申込書の受付期間
上記(2)に同じ。
(4) 入札・開札の日時及び場所
平成30年11月28日（水）午前11時30分 兵庫県庁西館１階小入札室
(5) 入札書の提出期限
上記(4)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による入札については、平成30年
11月27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（入札書記載金額の100分の108）の100分の５以上の額の入札保証金を平成30年11月27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。
(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
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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
て契約締結日までに提出すること。
(4) 入札者に求められる義務
ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき
ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ
っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成30年11月
９日（金）午後４時までに前記３(1)の場所に提出すること。
イ 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の提出書類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 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。
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。
）が所定の日までに納入されているこ
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（平
成30年12月４日（火）
）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 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。
ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
コ 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、上記アからケ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者以外の者
サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。
）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと
等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。
(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、入札者に求められる義務を履行しなかった
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) 契約書作成の要否
要作成
(8) 落札者の決定方法
入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成
14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79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。
(9) 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 head of the procuring entity:
Dr.Nagashima, Superintendent of the Prefectural Hospitals Agency
(2) Nature and quantity of the product to be purchased:
X-ray DR system, 1 set
(3) Delivery period:
February 28, 2019
(4) Delivery place:
Nishi-Harima Rehabilitation Hospital
(5) Deadline for the submission of tender application forms:
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16:00 November 9, 2018
(6) Deadline for tender:
17:00 November 27, 2018 by mail
11:30 November 28, 2018 by direct delivery
(7) Contact point for the notice:
Administration Division, Hyogo Prefectural Hospitals Agency,
5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku Kobe, Hyogo 650-8567
TEL (078)341-7711 extension 3476

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。
平成30年10月26日
兵庫県病院事業 契約担当者
県立柏原病院長 秋 田 穂 束
１ 調達内容
(1) 購入物品及び数量
血管撮影用Ｘ線透視診断装置 一式
(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) 納入期限
平成31年６月28日（金）
(4) 納入場所
県立丹波医療センター（仮称）丹波市氷上町石生1794―４
(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８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
積もった契約金額の108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) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。
(6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ
ること。
(7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。
３ 入札書の提出場所等
(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
〒669-3395 丹波市柏原町柏原5208番１号
県立柏原病院総務部経理課
電話（0795）72－0524 内線219
(2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間
平成30年10月26日（金）から同年11月９日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。
）
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午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。
）
(3) 入札参加申込書の受付期間
上記(2)に同じ。
(4) 入札・開札の日時及び場所
平成30年11月28日（水）午後２時30分 県立柏原病院２階講義室
(5) 入札書の提出期限
上記(4)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による入札については、平成30年
11月27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（入札書記載金額の100分の108）の100分の５以上の額の入札保証金を平成30年11月27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。
(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
て契約締結日までに提出すること。
(4) 入札者に求められる義務
ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき
ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ
っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成30年11月
９日（金）午後４時までに前記３(1)の場所に提出すること。
イ 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の提出書類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 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。
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。
）が所定の日までに納入されているこ
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（平
成30年12月４日（火）
）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 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。
ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
コ 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、上記アからケ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者以外の者
サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。
）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと
等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。
(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、入札者に求められる義務を履行しなかった
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
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札は、無効とする。
(7) 契約書作成の要否
要作成
(8) 落札者の決定方法
入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成
14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79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。
(9) 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 head of the procuring entity:
Dr.Akita, Director of Hyogo Prefectural Kaibara Hospital
(2) Nature and quantity of the product to be purchased:
Vascular X-ray System for Diagnostic and Interventional Procedures, 1 set
(3) Delivery period:
June 28, 2019
(4) Delivery place:
Hyogo Prefectural Tamba Medical Center (Temporary name)
(5) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 November 9, 2018
(6) Deadline for tender:
17:00 November 27, 2018 by mail
14:30 November 28, 2018 by direct delivery
(7) Contact point for the notice:
Accounting Division, Hyogo Prefectural Kaibara Hospital,
5208-1 Kaibara，Kaibara-cho, Tamba, Hyogo 669-3395
TEL (0795)72-0524 extension 219

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。
平成30年10月26日
兵庫県病院事業 契約担当者
県立柏原病院長 秋 田 穂 束
１ 調達内容
(1) 購入物品及び数量
生体情報モニタリングシステム 一式
(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) 納入期限
平成31年６月28日（金）
(4) 納入場所
県立丹波医療センター（仮称）丹波市氷上町石生1794―４
(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８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
積もった契約金額の108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
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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。
(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) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。
(6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ
ること。
(7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。
３ 入札書の提出場所等
(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
〒669-3395 丹波市柏原町柏原5208番１号
県立柏原病院総務部経理課
電話（0795）72－0524 内線219
(2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間
平成30年10月26日（金）から同年11月９日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。
）
午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。
）
(3) 入札参加申込書の受付期間
上記(2)に同じ。
(4) 入札・開札の日時及び場所
平成30年11月28日（水）午後２時45分 県立柏原病院２階講義室
(5) 入札書の提出期限
上記(4)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による入札については、平成30年
11月27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（入札書記載金額の100分の108）の100分の５以上の額の入札保証金を平成30年11月27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。
(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
て契約締結日までに提出すること。
(4) 入札者に求められる義務
ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき
ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ
っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成30年11月
９日（金）午後４時までに前記３(1)の場所に提出すること。
イ 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の提出書類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 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。
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。
）が所定の日までに納入されているこ
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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（平
成30年12月４日（火）
）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 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。
ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
コ 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、上記アからケ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者以外の者
サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。
）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと
等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。
(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、入札者に求められる義務を履行しなかった
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) 契約書作成の要否
要作成
(8) 落札者の決定方法
入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成
14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79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。
(9) 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 head of the procuring entity:
Dr.Akita, Director of Hyogo Prefectural Kaibara Hospital
(2) Nature and quantity of the product to be purchased:
Biological Information Monitoring System, 1 set
(3) Delivery period:
June 28, 2019
(4) Delivery place:
Hyogo Prefectural Tamba Medical Center (Temporary name)
(5) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 November 9, 2018
(6) Deadline for tender:
17:00 November 27, 2018 by mail
14:45 November 28, 2018 by direct delivery
(7) Contact point for the notice:
Accounting Division, Hyogo Prefectural Kaibara Hospital,
5208-1 Kaibara，Kaibara-cho, Tamba, Hyogo 669-3395
TEL (0795)72-0524 extension 219

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。
平成30年10月26日
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兵庫県病院事業 契約担当者
県立柏原病院長 秋 田 穂 束

１ 調達内容
(1) 購入物品及び数量
人工透析システム 一式
(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) 納入期限
平成31年６月28日（金）
(4) 納入場所
県立丹波医療センター（仮称）丹波市氷上町石生1794―４
(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８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
積もった契約金額の108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) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。
(6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ
ること。
(7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。
３ 入札書の提出場所等
(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
〒669-3395 丹波市柏原町柏原5208番１号
県立柏原病院総務部経理課
電話（0795）72－0524 内線219
(2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間
平成30年10月26日（金）から同年11月９日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。
）
午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。
）
(3) 入札参加申込書の受付期間
上記(2)に同じ。
(4) 入札・開札の日時及び場所
平成30年11月28日（水）午後３時 県立柏原病院２階講義室
(5) 入札書の提出期限
上記(4)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による入札については、平成30年
11月27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
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日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金
契約希望金額（入札書記載金額の100分の108）の100分の５以上の額の入札保証金を平成30年11月27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。
(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
て契約締結日までに提出すること。
(4) 入札者に求められる義務
ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき
ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ
っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成30年11月
９日（金）午後４時までに前記３(1)の場所に提出すること。
イ 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の提出書類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 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。
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。
）が所定の日までに納入されているこ
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（平
成30年12月４日（火）
）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 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。
ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
コ 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、上記アからケ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者以外の者
サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。
）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと
等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。
(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、入札者に求められる義務を履行しなかった
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) 契約書作成の要否
要作成
(8) 落札者の決定方法
入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成
14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79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。
(9) 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 head of the procuring entity:
Dr.Akita, Director of Hyogo Prefectural Kaibara Hospital
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(2) Nature and quantity of the product to be purchased:
Hemodialysis System, 1 set
(3) Delivery period:
June 28, 2019
(4) Delivery place:
Hyogo Prefectural Tamba Medical Center (Temporary name)
(5) Deadline for the submission of tender application forms:
16:00 November 9, 2018
(6) Deadline for tender:
17:00 November 27, 2018 by mail
15:00 November 28, 2018 by direct delivery
(7) Contact point for the notice:
Accounting Division, Hyogo Prefectural Kaibara Hospital,
5208-1 Kaibara，Kaibara-cho, Tamba, Hyogo 669-3395
TEL (0795)72-0524 extension 219

教 育 委 員 会 告 示
兵庫県教育委員会告示第９号
学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第34条第１項の規定により、次の指定技能教育施設から所在地の
変更の届出があった。
平成30年10月26日
兵庫県教育委員会
教育長 西 上 三 鶴
１ 指定技能教育施設の名称等
専門学校神戸カレッジ・オブ・ファッション（神戸市中央区楠町５丁目１番22号）
２ 変更事項
指定技能教育施設の所在地
(1) 変更前
神戸市中央区楠町５丁目１番22号
(2) 変更後
神戸市長田区細田町４丁目１番20号
３ 変更年月日
平成29年５月１日

公 安 委 員 会 告 示
兵庫県公安委員会告示第330号
警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。
）第22条第２項第１号に規定する警備員指導教育責任
者講習（以下「新規取得講習」という。
）及び警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関
する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。以下「規則」という。
）第６条第１項に規定する警備員指導教
育責任者講習（以下「追加取得講習」という。
）の実施について、規則第２条の規定により、次のとおり公示す
る。
平成30年10月26日
兵庫県公安委員会
委員長 豊 川 輝 久
１ 新規取得講習及び追加取得講習に係る警備業務の区分等
(1) 警備業務の区分
法第２条第１項第４号に規定する警備業務（以下「身辺警備業務」という。
）
(2) 実施期日
ア 新規取得講習
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平成30年11月26日（月）から同月30日（金）までの５日間
イ 追加取得講習
平成30年11月29日（木）及び同月30日（金）の２日間
(3) 実施場所
神戸市中央区御幸通６丁目１番12号 三宮ビル東館８階教育センター
(4) 修了考査の実施
新規取得講習及び追加取得講習ともに、平成30年11月30日（金）に修了考査（新規取得講習は40問100
分、追加取得講習は14問35分）を実施する。
２ 受講定員
新規取得講習及び追加取得講習の受講者の合計で25人とする。
３ 受講対象者
受講対象者は、講習の区分ごとに、次に掲げるとおりとする。
(1) 新規取得講習
最近５年間に身辺警備業務に従事した期間が通算して３年以上である者
(2) 追加取得講習
法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は規則第７条に規定する警備員指導教育責
任者講習修了証明書（身辺警備業務に係るものを除く。以下「指導教育責任者資格者証等」という。
）の交
付を受けている者で、最近５年間に身辺警備業務に従事した期間が通算して３年以上であるもの
４ 受付期間
新規取得講習及び追加取得講習ともに平成30年10月30日（火）から同年11月12日（月）までの間（土曜日
及び日曜日を除く午前10時から午後５時まで）
５ 申込先
兵庫県内の各警察署の生活安全課（生活安全第一課、生活安全第二課及び刑事生活安全課を含む。以下同
じ。
）の警備業担当係とする。
６ 申込時の提出書類
(1) 新規取得講習を受講しようとする者
ア 警備員指導教育責任者講習受講申込書（以下「申込書」という。
）１通
イ 最近５年間に身辺警備業務に従事した期間が通算して３年以上あることを証明する警備業者の作成に
係る警備業務従事証明書及び履歴書
(2) 追加取得講習を受講しようとする者
ア 申込書１通
イ 指導教育責任者資格者証等の写し
ウ 最近５年間に身辺警備業務に従事した期間が通算して３年以上あることを証明する警備業者の作成に
係る警備業務従事証明書及び履歴書
７ 申込書の配布
申込書は、兵庫県警察ホームページからダウンロードできるほか、兵庫県内の各警察署の生活安全課及び
一般社団法人兵庫県警備業協会において配布している。
８ 受講手数料
新規取得講習は34,000円、追加取得講習は10,000円相当額の兵庫県収入証紙を講習初日の午前９時から午
前９時50分までの間に納付するものとする。
９ 受講日の携行品
筆記用具、印鑑及び参考書（警備業法令集等）
10 その他
(1) 受講者の確定は先着順とし、受講定員に達した時点で申込みを締め切る。
(2) 申込みは、原則として受講者本人が行うものとする。
(3) 郵送による申込みは、受け付けない。
(4) 受講者は、自己の本籍及び氏名は住民票等により確認し、受講申込書の記載に誤りがないようにするこ
と。
(5) 申込日に、警備業務経験通算年月について確認を行う。
11 講習委託先
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神戸市中央区御幸通６丁目１番12号 三宮ビル東館８階
一般社団法人兵庫県警備業協会
12 問合せ先
(1) 兵庫県内の各警察署の生活安全課
(2) 兵庫県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話（078）341－7441 内線3424
(3) 一般社団法人兵庫県警備業協会
電話（078）252－0166
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