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北九州市告示第２４２号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項の規定に

より特定教育・保育施設の確認を行ったので、同法第４１条の規定により、次

のとおり告示する。 

平成３０年５月２４日 

北九州市長 北 橋 健 治   

事業所の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

中 央 保 育 所  保育所 北九州市八幡東

区中央一丁目１

１番１号 

社会福祉法人

杉の実福祉会

平成３０年 

４月１日 
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北九州市告示第２４３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、不動産又は不動産に関する権利等を保有する認可地縁団体から、次のとお

り告示事項の変更の届出があった。 

  平成３０年５月２４日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 認可地縁団体の名称 

  金剛町内会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 花田征勝 北九州市八幡西区金剛一丁目５番１８

号 

変更後 八木伸二 北九州市八幡西区金剛一丁目９番１３

号 

３ 変更年月日 

  平成３０年４月８日 
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北九州市告示第２４４号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４４第４項の規

定に基づき、次の表の左欄に掲げる箇所に設置された区出納員をして同表の右

欄に掲げる箇所に設置された区分任出納員に、平成３０年４月１日から平成３

１年３月３１日までの期間、同欄に掲げる箇所において取り扱う保育料の収納

事務を委任させた。 

  平成３０年５月２４日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 門司区 

門司区役所保健福祉課 門司区上馬寄一丁目５番２号 

花かご保育園 

門司区役所保健福祉課 門司区大字大積８３７番地 

ルンビニー保育園 

門司区役所保健福祉課 門司区恒見町２３番１号 

恒見保育園 

門司区役所保健福祉課 門司区大里戸ノ上三丁目９番２６号 

萩ヶ丘保育園 

門司区役所保健福祉課 門司区下二十町１番２８号 

大川保育園 

門司区役所保健福祉課 門司区白野江三丁目２１番１４号 

白野江保育園 

門司区役所保健福祉課 門司区不老町二丁目２番２５号 

門司保育所（みどり園） 

門司区役所保健福祉課 門司区大里東四丁目１１番１１号 

広済寺保育園 

門司区役所保健福祉課 門司区別院６番４８号 

鎮西保育園 

門司区役所保健福祉課 門司区大里本町一丁目６番１３号 

西光保育園 

門司区役所保健福祉課 門司区清滝一丁目８番５号 

みなと保育所 

門司区役所保健福祉課 門司区南本町３番２号 

すみれ保育所 

門司区役所保健福祉課 門司区清滝五丁目３番５号 

清滝保育園 

門司区役所保健福祉課 門司区東本町二丁目４番７号 

古城保育園 

門司区役所保健福祉課 門司区藤松二丁目２番３６号 

藤松保育園 

門司区役所保健福祉課 門司区清見三丁目１番２４号 

新栄はやとも保育園 
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２ 小倉北区 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区新高田一丁目１０番３号 

おぐまの保育所 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区馬借一丁目７番１号 

小倉北ふれあい保育所（乳児部） 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区馬借一丁目７番１号 

小倉北ふれあい保育所（夜間部） 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区長浜町２番２７号 

長浜保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区下到津三丁目７番３６号 

到津乳児保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区上富野三丁目９番３２号 

あおば乳児保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区金田一丁目１番１０号 

金田保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区緑ケ丘一丁目８番１４号 

光沢寺保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区下到津二丁目１５番２５号 

愛の園保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区三郎丸二丁目９番３号 

三郎丸保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区貴船町９番５号 

貴船保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区明和町３番８号 

キンダーポート保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区神岳二丁目１０番３１号 

神岳保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区三萩野一丁目１２番２４号 

片野保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区砂津二丁目１１番４１号 

西教寺保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区井堀二丁目７番１号 

井堀保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区高坊一丁目７番３号 

高坊保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区昭和町１６番３号 

れんげの花保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区三萩野二丁目８番１８号 

れんげ心の花保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区足原一丁目７番１号 

足原だきしめ保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区中井二丁目４番３３号 

光沢寺第二保育園 
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小倉北区役所保健福祉課 小倉北区弁天町１０番１号 

清水保育所 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区金鶏町５番３３号 

到津保育所 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区上富野三丁目１８番７号 

上富野保育所 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区明和町５番９号 

三萩野保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区南丘二丁目１５番１号 

南丘保育所 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区泉台一丁目１１番２４号 

篠崎保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区西港町３０番６号 

北九州ソレイユ保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区竪町二丁目２番１６号 

新栄たてまち保育園 

小倉北区役所保健福祉課 小倉北区山門町５番１号 

さわやかあだちのもり保育園 

３ 小倉南区 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区北方二丁目１６番１０号 

北方保育所 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区横代北町一丁目５番２０号 

あさひ保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区長行東三丁目１３番１７号 

双葉保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区上吉田三丁目１８番１号 

白鳩保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区企救丘四丁目１３番１号 

きくが丘保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区徳力団地１番１号 

広徳保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区津田新町一丁目４番２６号 

曽根保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区八幡町１１番７号 

みのり保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区城野四丁目５番２１号 

専城乳児保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区沼緑町二丁目１番３９号 

あけぼの保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区大字山本３４６番地の３ 

おぶね保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区中曽根一丁目７番２号 

ひかり保育園 
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小倉南区役所保健福祉課 小倉南区北方二丁目２０番１７号 

光法保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区隠蓑５番１０号 

こじか保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区大字貫７９５番地の１ 

洗心保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区富士見一丁目５番３８号 

花園保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区守恒二丁目６番１号 

守恒保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区朽網東一丁目９番３８号 

朽網保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区横代南町四丁目３番１号 

髙倉保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区大字新道寺１４９番地の１ 

竜光保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区湯川五丁目１０番３３号 

聖母園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区大字木下８番地の５ 

旭ヶ丘保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区上葛原一丁目１２番２５号 

日豊保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区中曽根東四丁目１９番８号 

大浜保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区中吉田一丁目１８番７号 

三ツ葉保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区志徳二丁目１番８号 

ゆたか保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区津田一丁目１３番１０号 

みずほ野保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区重住一丁目８番２０号 

城野保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区若園二丁目４番１５号 

若園保育所 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区北方三丁目１６番２４号 

北方なかよし保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区葛原本町一丁目１３番８号 

原保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区沼緑町二丁目１番４０号 

あけぼの愛育保育園 

小倉南区役所保健福祉課 小倉南区曽根北町４番３３号 

曽根ソレイユ保育園 

４ 若松区 
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若松区役所保健福祉課 若松区古前一丁目２８番１７号 

古前保育所 

若松区役所保健福祉課 若松区今光一丁目１９番２５号 

石峰保育所 

若松区役所保健福祉課 若松区東二島二丁目１６番６号 

日吉保育園 

若松区役所保健福祉課 若松区大字安屋２４３７番地 

松美保育園 

若松区役所保健福祉課 若松区高須南五丁目２番３０号 

高須保育園 

若松区役所保健福祉課 若松区畠田三丁目１番５０号 

鴨生田保育園 

若松区役所保健福祉課 若松区大字大鳥居１７番地の１ 

大鳥居保育園 

若松区役所保健福祉課 若松区二島三丁目３番５９号 

二島保育所 

若松区役所保健福祉課 若松区深町一丁目１３番１９号 

深町どんぐりのもり保育所 

若松区役所保健福祉課 若松区西園町１２番６号 

あおぞら保育所 

若松区役所保健福祉課 若松区大字乙丸１６５１番地１４ 

花乃路保育園 

若松区役所保健福祉課 若松区大字塩屋５６０番地 

ひびきの保育園 

５ 八幡東区 

八幡東区役所保健福祉課 八幡東区祇園一丁目５番１号 

八幡東さくら保育所 

八幡東区役所保健福祉課 八幡東区中尾三丁目５番１１号 

高槻保育園 

八幡東区役所保健福祉課 八幡東区松尾町３番２７号 

清心保育園 

八幡東区役所保健福祉課 八幡東区槻田一丁目４番５０号 

ふたば保育園 

八幡東区役所保健福祉課 八幡東区大蔵三丁目２番１８号 

杉の実保育園 

八幡東区役所保健福祉課 八幡東区天神町３番２号 

小百合保育園 

八幡東区役所保健福祉課 八幡東区春の町四丁目３番８号 

春の町保育園 

八幡東区役所保健福祉課 八幡東区山王二丁目１８番８号 

つばさ保育園 

八幡東区役所保健福祉課 八幡東区高見五丁目３番６号 

高見の森保育園 
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八幡東区役所保健福祉課 八幡東区高見五丁目３番６号 

杉の実乳児保育園 

八幡東区役所保健福祉課 八幡東区祝町一丁目１３番３号 

大蔵保育園 

八幡東区役所保健福祉課 八幡東区中央一丁目１１番１号 

中央保育所 

６ 八幡西区 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区陣原三丁目２３番９号 

陣原保育所 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区三ケ森四丁目４番１号 

旭ヶ丘保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区本城東三丁目２番３５号 

マリア保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区幸神四丁目４番１２号 

幸神保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区中須二丁目３番１７号 

さかえ保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区山寺町１番１８号 

熊西保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区塔野一丁目２番７号 

塔野保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区藤田一丁目５番２８号 

藤田保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区陣山三丁目９番２８号 

光保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区町上津役西四丁目９番５０号 

済美保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区別所町３番５３号 

別所保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区則松六丁目７番２１号 

則松保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区千代ケ崎二丁目１２番２４号 

本城西保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区浅川二丁目１７番３７号 

浅川保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区本城東一丁目１０番２１号 

若竹保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区池田二丁目３番２６号 

池田保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区大字野面１２８３番地 

杉の子保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区木屋瀬三丁目５番５３号 

木屋瀬保育園 
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八幡西区役所保健福祉課 八幡西区岩崎二丁目７番１号 

岩崎保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区香月西二丁目４番３５号 

聖愛保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区若葉二丁目１８番１号 

引野保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区東鳴水二丁目１２番３４号 

鳴水保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区大浦二丁目１４番７号 

栄美保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区里中二丁目１７番４号 

いちご保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区青山一丁目７番５０号 

萩原保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区光明二丁目５番２７号 

折尾丸山保育所 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区真名子一丁目１１番２０号 

楠橋保育所 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区紅梅一丁目４番１号 

あじさい保育所 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区八枝三丁目８番１号 

永犬丸保育所 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区茶屋の原四丁目２０番１５号 

うさぎ保育所 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区則松二丁目９番１号 

東筑保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区町上津役東一丁目７番２１号 

新栄ひまわり保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区別所町１３番２２号 

引野乳児保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区大字本城３３８３番地１ 

さくらんぼ保育園 

八幡西区役所保健福祉課 八幡西区鳴水町５番２２号 

あゆみの森共同保育園 

７ 戸畑区 

戸畑区役所保健福祉課 戸畑区千防一丁目１番１５号 

千防保育所 

戸畑区役所保健福祉課 戸畑区初音町１１番１２号 

戸畑保育所（わかば園） 

戸畑区役所保健福祉課 戸畑区中本町１２番３４号 

ナオミ愛児園 

戸畑区役所保健福祉課 戸畑区仙水町 1 番２号 

沢見あやめのもり保育所 
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戸畑区役所保健福祉課 戸畑区中原西二丁目６番１３号 

中原保育園 

戸畑区役所保健福祉課 戸畑区境川二丁目１４番９号 

さかい川保育園 

戸畑区役所保健福祉課 戸畑区牧山一丁目１番４号 

牧山保育園 

戸畑区役所保健福祉課 戸畑区三六町１０番６号 

さんろくこどもえん 

戸畑区役所保健福祉課 戸畑区新川町３番５号 

はつねほいくえん 
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北九州市公告第３３５号 

 一般競争入札により、北九州市営住宅コインパーキング設置事業者賃貸借契

約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「

契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  平成３０年５月２４日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 調達内容 

 （１） 契約の名称及び数量 

   北九州市営住宅コインパーキング設置事業者賃貸借契約 一式 

 （２） 履行の内容等 仕様書に定めるとおり 

 （３） 履行期間 平成３０年８月１日から平成３１年３月３１日まで。た 

  だし、翌年度以降も１年間単位での更新を可能とし、最長４年８箇月 ( 平 

  成３５年３月３１日まで ) の継続使用ができる。 

 （４） 履行場所 市の指示する場所 

 （５） 入札方法 総価により行う。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に相当する金額を加算した金額（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。）をもって落札金額とするので、入札者は、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、見積もった金額の１０８分の１ 

  ００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること   

  。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す   

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  に記載されていること。 

 （３） コインパーキング施設の設置・運営業務（自らが管理・運営するも  

  のに限る。）について、３年以上の実績を有する者であること。 

 （４） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３  入札書の提出場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市建築都市局住宅部住宅管理課 
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  イ 日時 公告の日から平成３０年６月７日まで（日曜日及び土曜日を除 

く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後 

４時３０分まで 

 （２） 募集要項等の交付方法  前号アの場所において無償で交付する。電  

  子メールでの送付を希望する場合は、北九州市建築都市局住宅部住宅管理 

  課に問合せのこと。 

 （３） 入札説明会  実施しないものとする。 

 （４） 質問の方法 平成３０年５月３１日（木）午後４時までに、電子メ 

  ール又はファックスの方法で行うこと。 

なお、それ以外の方法によるものは受け付けない。また、いずれの方法 

による場合も、電話で到達の確認を行うこと。 

 （５） 競争参加の申出書の提出  この公告に係る一般競争入札に参加を希 

  望する者は、平成３０年５月３１日までに競争参加の申出書を北九州市建

築都市局住宅部住宅管理課に提出しなければならない。 

 （６） 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便に 

  より、平成３０年６月８日（金）午後５時までに必着のこと。 

 （７）  入札及び開札の場所及び日時 

  ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市役所本庁舎地下２階第６入札室 

  イ  日時  平成３０年６月１１日（月）午後２時 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ  通貨  日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格の１００分の１０以上。ただし、契約規則第５ 

   条第７項各号のいずれかに該当する場合は免除する。 

  イ  契約保証金  契約金額の１００分の１０以上。ただし、契約規則第２ 

   ５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ  申請書等に虚偽の記載をした者が入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４）  落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ 
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  た予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって有効な入札をした者を落 

  札者とする。 

 （５）  契約書作成の要否  要 

 （６）  契約書作成に要する費用は全て落札者の負担とする。 

 （７）  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市建築都市局住宅部住宅管理課 

   郵便番号  ８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

   電話  ０９３－５８２－２５５６ 

   ファックス  ０９３－５８２－４０２１ 

14



北九州市病院局公告第１７号

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市病院局物品等又は特定役務

の調達手続の特例を定める規程（平成７年北九州市病院局管理規程第８号）第

２条において準用する北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとお

り公告する。

  平成３０年５月２４日

北九州市病院局長 古 川 義 彦

１ 特定役務の名称及び数量

  北九州市立医療センター総合医療情報システム医療改定等ＳＥメンテナン

スサポート保守業務 一式

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地

 北九州市病院局医療センター事務局経営企画課

 北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号

３ 契約の相手方を決定した日

  平成３０年３月１６日

４ 契約の相手方の名称及び住所

 富士通株式会社 九州支社

 福岡市博多区東比恵三丁目１番２号

５ 契約金額

４，１１９万４００円 

６ 契約の相手方を決定した手続

随意契約

７ 随意契約の理由

政令第１１条第１項第２号に該当するため
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