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北九州市告示第５９号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項の規定により、

指定地域密着型サービス事業者を指定したので、同法第７８条の１１第１号の

規定により次のとおり告示する。

  平成３１年２月２１日 

北九州市長 北 橋 健 治 

地域密着型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月

日 

４０９０５

００５３１

デイサービス 

げんきさんⅡ 

北九州市小倉南

区沼緑町四丁目

２１番１号 

有限会社時輪 平成３１

年２月１

日 

４０９０４

００５８３

デイサービス

貴船ザテラス 

北九州市小倉北

区白銀二丁目１

番１９号 

合同会社ぼく

ら 

平成３１

年２月１

日 
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北九州市告示第６０号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定により、

指定地域密着型サービス事業者から廃止の届出があったので、同法第７８条の

１１第２号の規定により次のとおり告示する。 

  平成３１年２月２１日 

北九州市長 北 橋 健 治  

地域密着型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０７２８

００４９５

デイサービス 

センターわが 

家 

福岡県中間市桜

台一丁目１９番

５号 

有限会社シン

パサイズ 

平成３０

年９月２

４日 

４０７０７

０２９８２

デイサービス 

センター白馬 

北九州市八幡西

区竹末二丁目２

番２１号 

株式会社白馬 平成３１

年１月３

１日 

４０７０７

０４３２７

デイサービス 

白馬なるみず 

北九州市八幡西

区東鳴水一丁目

８番１２号 

株式会社白馬 平成３１

年１月３

１日 

４０７０７

０６０８２

デイサービス

ワイズ引野 

北九州市八幡西

区割子川二丁目

２０番１６号 

ビーワイズ株

式会社 

平成３１

年２月１

日 
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北九州市告示第６１号

北九州市自転車の放置の防止に関する条例（平成元年北九州市条例第８号）

第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により放置自転車を移動し、保管し

たので、同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

 平成３１年２月２１日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 移動し、保管した自転車が放置されていた場所、移動し、保管した自転車

の台数、移動し、保管した年月日並びに保管及び返還を行う場所

  別表のとおり

２ 返還事務を行う時間

  月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

  土曜日 午後１時から午後５時まで

  ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日及び平成３１年５月１日は、返還事務を行わない。

３ 問合せ先

  北九州市小倉北区城内１番１号

  北九州市建設局道路部道路維持課（電話５８２－２２７４）

４ 返還を受けるために必要な事項

  自転車の返還を受けようとする者は、自己の住所及び氏名並びに当該自転

車の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

５ その他

  この告示に係る自転車について、この告示の日から起算して６月を経過し

ても利用者等が当該自転車を引き取らない場合は、北九州市において処分す

る。

別表

移動し、保管した自転車

が放置されていた場所

移動し、

保管した

自転車の

台数

移動し、保

管した年月

日

保管及び返還を行う

場所

門司区自転車放置禁止区

域外

１台 平成３１年

１月２４日

北九州市門司区西海

岸一丁目３番

西海岸自転車保管所１台 平成３１年

１月３１日

ＪＲ小倉駅周辺地区自転 ２２台 平成３１年 北九州市小倉北区青
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車放置禁止区域 １月８日 葉二丁目１番

青葉自転車保管所３台 平成３１年

１月１５日

３台 平成３１年

１月２３日

ＪＲ西小倉駅周辺地区自

転車放置禁止区域

１５台 平成３１年

１月１８日

小倉北区自転車放置禁止

区域外

５台 平成３１年

１月４日

北九州市小倉南区下

城野一丁目１番

下城野自転車保管所２台 平成３１年

１月７日

２台 平成３１年

１月８日

１台 平成３１年

１月１１日

２台 平成３１年

１月１６日

５台 平成３１年

１月１８日

３台 平成３１年

１月２１日

３台 平成３１年

１月２８日

１台 平成３１年

１月３０日

ＪＲ下曽根駅周辺地区自

転車放置禁止区域

２台 平成３１年

１月４日

北九州市小倉南区八

重洲町１６番

八重洲自転車保管所２台 平成３１年

１月７日

１台 平成３１年

１月９日

１台 平成３１年

１月１７日
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１台 平成３１年

１月２５日

２台 平成３１年

１月２８日

モノレール徳力嵐山口停

留所周辺地区自転車放置

禁止区域

２台 平成３１年

１月７日

小倉南区自転車放置禁止

区域外

１４台 平成３１年

１月４日

北九州市小倉南区下

城野一丁目１番

下城野自転車保管所２台 平成３１年

１月９日

４台 平成３１年

１月１１日

８台 平成３１年

１月１５日

２１台 平成３１年

１月１７日

９台 平成３１年

１月１８日

８台 平成３１年

１月２１日

８台 平成３１年

１月２２日

１０台 平成３１年

１月２５日

１台 平成３１年

１月２８日

若松渡船場周辺地区自転

車放置禁止区域

１台 平成３１年

１月１６日

北九州市若松区響南

町８番

小石自転車保管所若松区自転車放置禁止区

域外

１台 平成３１年

１月２５日

１台 平成３１年

１月３０日
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ＪＲ八幡駅周辺地区自転

車放置禁止区域

１台 平成３１年

１月１０日

北九州市八幡西区築

地町１０番

八幡東区自転車放置禁止

区域外

１台 平成３１年

１月７日

築地自転車保管所

３台 平成３１年

１月２４日

ＪＲ折尾駅周辺地区自転

車放置禁止区域

１４台 平成３１年

１月２２日

北九州市八幡西区長

崎町２番

長崎町自転車保管所ＪＲ本城駅周辺地区自転

車放置禁止区域

１６台 平成３１年

１月１１日

ＪＲ陣原駅周辺地区自転

車放置禁止区域

８台 平成３１年

１月１７日

八幡西区自転車放置禁止

区域外

８１台 平成３１年

１月１５日

北九州市八幡西区築

地町１０番

築地自転車保管所４台 平成３１年

１月２２日

ＪＲ九州工大前駅周辺地

区自転車放置禁止区域

６台 平成３１年

１月２５日

北九州市戸畑区三六

町１３番

三六自転車保管所ＪＲ戸畑駅周辺地区自転

車放置禁止区域

１９台 平成３１年

１月９日

戸畑区自転車放置禁止区

域外

３台 平成３１年

１月１６日
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北九州市公告第９９号

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により、次のと

おり公告する。

平成３１年２月２１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

（掲示により別紙省略）
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北九州市公告第１０１号 

 一般競争入札により、業務委託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３

９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３１年２月２１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 委託内容 

 （１） 業務名 若戸関連交通管理管制補助等業務委託（３１－１） 

 （２） 業務内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 契約期間 平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 （４） 履行場所 

ア 管制室 北九州市戸畑区川代一丁目１番１号 

  イ 若戸大橋 北九州市戸畑区川代一丁目から若松区本町三丁目まで 

  ウ 新若戸道路 北九州市戸畑区大字中原から若松区北浜一丁目まで 

 （５） 入札方法 

  ア 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（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１００に相当する

金額を入札書に記入すること。 

  イ 電送及び郵送による入札は、認めない。 

  ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再

度入札を行う。 

  エ 入札執行回数は、２回を限度とする。 

  オ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書

には代理人の記名押印が必要である。 

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。 
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 （３） 平成２６年度以降に国（高速道路株式会社法（平成１６年法律第９

９号）第１条に規定する会社を含む。第８号において同じ。）又は地方公

共団体（地方道路公社を含む。第８号において同じ。）が発注した交通管

理管制の業務を元請けとして受注した実績を有すること。 

 （４） 警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第２条第１項第１号及び第

２号に規定する業務について、同法第４条の規定により福岡県公安委員会

の認定を受けていること。 

 （５） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定により国土交

通大臣又は都道府県知事から土木工事業の許可を受けた者であること。

（６） 平成２６年度以降に交通管理管制の業務の経験を１年以上有する者

を、現場責任者又は現場責任者代理として１名以上、契約期間中継続して

配置できること。

（７） 北九州市から指名停止処分を受けている期間中でないこと。 

（８） 入札日前１年以内に、国又は地方公共団体が発注した業務に関して

不正又は不誠実な行為、社会的信用を損なう行為等により契約の相手方と

して不適当と判断され、契約解除の措置を受けていないこと。 

（９） 平成３１年１２月１日から平成３２年３月２０日まで溶液散布車両

１台を継続して配備できること。 

３ 入札手続等 

 （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 

       北九州市建設局道路部道路維持課 

  イ 日時 公告の日から平成３１年３月８日まで（日曜日及び土曜日を除

く。）の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

 （２） 入札説明書等の交付方法 前号に示す場所及び期間において無償で

交付する。 

 （３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

 （４） 入札に参加するための要件等 

  ア この一般競争入札に参加を希望する者は、所定の期日までに入札参加

申込みを行い、入札参加者としての資格を有するか否かについて審査を

受けなければならない。 

  イ 入札参加申込みは、所定の様式を持参又は郵送することにより行わな

ければならない。 

 （５） 入札参加申込書を提出する場所及び期間 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 
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         北九州市建設局道路部道路維持課 

  イ 期間 

（ア） 持参の場合 

 公告の日から平成３１年２月２８日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

   （イ） 郵送の場合 

書留郵便で平成３１年２月２８日午後５時までに必着のこと。 

 （６） 競争入札参加資格確認結果の通知 平成３１年３月５日までに通知

する。 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

 （１） 入札日時 平成３１年３月８日午後２時 

 （２） 開札日時 入札締切り後直ちに行う。 

 （３） 入札及び開札の場所 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市役所地下２階第６入札室 

５ 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５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５以上。ただし、契約規則第２５

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した入札 

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た予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。また、所定の回

数で落札者がいないときは、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８

号の規定により随意契約に移行する。 

 （５） 契約書作成の要否 要 
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 （６） この契約は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３

の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年

度以降において歳出予算の当該金額について減額又は削減があった場合、

発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。 

 （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 

北九州市建設局道路部道路維持課 

〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

電話 ０９３－５８２－２２７４ 
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北九州市病院局公告第４号 

 市有財産を一般競争入札により売り払うので、北九州市病院局契約規程（昭

和４２年北九州市病院局管理規程第１４号。以下「契約規程」という。）にお

いて準用する北九州市契約規則（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３１年２月２１日 

                 北九州市病院局長 古 川 義 彦   

１ 売払物件及び数量 

（１） 売払物件 

ＧＥヘルスケア製ＭＲＩ装置 ＳＩＧＮＡ ＨＤ １．５Ｔ 

（２） 数量 

１台 

２ 契約条項を示す場所及び日時 

（１） 場所 

  北九州市八幡東区尾倉二丁目６番２号 

  北九州市病院局八幡病院事務局管理課 

（２） 日時 

この公告の日（以下「公告日」という。）から平成３１年２月２７日ま

で（日曜日及び土曜日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午

前８時３０分から午後５時まで 

３ 入札の要領及び競争参加の申込書を交付する場所及び日時 

（１） 場所 

  北九州市八幡東区尾倉二丁目６番２号 

  北九州市病院局八幡病院事務局管理課 

（２） 日時 

公告日から平成３１年２月２７日まで（日曜日等を除く。）の毎日午前

８時３０分から午後５時まで 

４ 入札の参加申込みを受け付ける場所及び日時 

（１） 場所 

  北九州市八幡東区尾倉二丁目６番２号 

  北九州市病院局八幡病院事務局管理課 

（２） 日時 

公告日から平成３１年２月２７日まで（日曜日等を除く。）の毎日午前

８時３０分から午後５時まで 

５ 入札及び開札の日時及び場所 
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 （１） 入札日時 平成３１年３月４日 午後２時 

（２） 郵送による場合の入札書の提出期限 前項第１号の場所に書留郵便

により、平成３１年３月１日午前１０時までに必着のこと。 

 （３） 開札日時 入札締切り後直ちに行う。 

（４） 入札及び開札の場所 

 北九州市八幡東区尾倉二丁目６番２号 

   北九州市立八幡病院小会議室１ 

６ 入札に参加できる者の資格 

  次に掲げる事項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 ( 昭和２２年政令第１６号 ) 第１６７条の４第１

項又は契約規則第２条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） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（４） 次の申立てがなされてないこと。 

ア 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定によ

る破産手続開始の申立て 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に基づく更生手続

開始の申立て 

ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生

手続の申立て 

（５） 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和３５年法律第１４５号）第３９条第１項に規定する高度管理医療

機器等の販売業又は貸与業の許可を受けた者であること。 

７ 入札保証金 

（１） 入札価格の１００分の１０以上。ただし、契約規程において準用す

る契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（２） 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、北九州市に帰属

する。 

８ 入札の無効

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

 （１） 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

 （２） 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札

（３） 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当
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する入札

９ 入札の中止 

  特別な事情がある場合は、入札を中止し、延期し、又は取り消すことがあ

る。この場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けて

も、北九州市は、補償の責めを負わない。 

１０ 入札等に係る問合せ先 

北九州市八幡東区尾倉二丁目６番２号 

北九州市病院局八幡病院事務局管理課 

  電話 ０９３－６６２－６５６５ 
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