
目      次

規      則

▽神戸市職員に対する期末手当等の支給に関

　する条例施行規則の一部を改正する規則

  　　［行財政局給与課］

▽神戸市中央卸売市場業務運営協議会規則の

　一部を改正する等の規則

　［経済観光局中央卸売市場運営本部経営課］

▽神戸市中央卸売市場業務条例施行規則

　［経済観光局中央卸売市場運営本部経営課］

▽新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国

　民健康保険の保険料の減免に関する規則

 　　　　［福祉局国保年金医療課］

告      示

▽土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳

　簿の縦覧　　［行財政局税務部税制企画課］

▽港湾施設の供用廃止（桟橋）

  　　　［港湾局経営課］

▽神戸市財政事情の公表　［行財政局財務課］

▽神戸市公印規則により印影等を印刷するこ

　とができる文書の名称，使用公印の名称等

　の件（平成２７年７月告示第３０７号）の一部改

　正  ［行財政局業務改革課］

▽地縁による団体の認可についての告示事項

　の変更（広野ゴルフ団地自治会）

 　　　　［企画調整局つなぐラボ］

▽地縁による団体の認可についての告示事項

　の変更（城谷自治会）

 　　　　［企画調整局つなぐラボ］

▽地縁による団体の認可についての告示事項

　の変更（揚誠会自治会）

 　　　　［企画調整局つなぐラボ］

▽地縁による団体の認可についての告示事項

　の変更（東白川台自治会）

 　　　　［企画調整局つなぐラボ］

▽地縁による団体の認可についての告示事項

　の変更（本多聞７丁目自治会）

 　　　　［企画調整局つなぐラボ］

▽個人の市民税の控除の対象となる寄附金に

　係る団体の指定（特定非営利活動法人　ひ

　ょうご消費者ネット）

 　　　［行財政局税務部市民税課］

▽犬の登録手数料及び注射済票交付手数料徴

　収事務の委託 　［健康局生活衛生課］

▽電線共同溝を整備すべき道路の指定（県道

　東灘芦屋線ほか）　　［建設局道路工務課］

▽瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定

　施設の設置許可申請の概要及び事前評価に

　関する事項を記載した書面の縦覧

　　　　［環境局環境保全部環境保全指導課］

公      告

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（長坂小学校昇降機棟増築他工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（鶴甲会館とりこわし及び敷地整備

　工事）  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（有野六甲線道路防災対策工事（７

　工区）） ［行財政局契約監理課］

▽大規模小売店舗立地法第６条第１項による

　変更の届出（グリーンガーデン北神戸ショ

　ッピングセンターＢ地区）

 　　　　［経済観光局経済政策課］

▽大規模小売店舗立地法第６条第１項による

　変更の届出（ロイヤルホームセンター伊川

　谷） 　　　　［経済観光局経済政策課］

▽大規模小売店舗立地法第６条第１項による

　変更の届出（マックスバリュ須磨海浜公園

　駅前店）　　　　［経済観光局経済政策課］

▽大規模小売店舗立地法第６条第１項による

　変更の届出（春日野道ＮＫビル）

 　　　　［経済観光局経済政策課］

▽大規模小売店舗立地法第６条第１項による

　変更の届出（ビエラ明舞）

 　　　　［経済観光局経済政策課］

▽大規模小売店舗立地法第６条第１項による

　変更の届出（コープ深江）

 　　　　［経済観光局経済政策課］
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▽大規模小売店舗立地法第６条第２項による

　届出（コープ深江）

 　　　　［経済観光局経済政策課］

▽大規模小売店舗立地法第６条第１項による

　変更の届出（ロイヤルホームセンター東灘

　魚崎） 　　　　［経済観光局経済政策課］

▽大規模小売店舗立地法第６条第１項による

　変更の届出（ブルメール舞多聞）

 　　　　［経済観光局経済政策課］

▽大規模小売店舗立地法第５条第１項による

　届出（（仮称）スーパーマルハチ上池田店）

 　　　　［経済観光局経済政策課］

▽大規模小売店舗立地法第６条第１項による

　変更の届出（ステップガーデン藤原台）

 　　　　［経済観光局経済政策課］

▽一般競争入札による契約の締結（市民の声

　集約活用システム設計開発及び運用保守業

　務一式）　　　［市長室広報戦略部広聴課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（六甲山地域福祉センター屋根・外

　壁改修工事）　　　［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（押部谷町公園整備工事（その４））

  ［行財政局契約監理課］

▽制限付一般競争入札による落札者の決定

　（令和２年度ＩＣＴ機器設置業務委託）

　［教育委員会事務局学校支援部学校経営支

　援課］

▽開発行為に関する工事の完了（北区有野町）

  　　　［都市局指導課］

▽特定調達契約に係る随意契約の相手方の決

　定（福祉情報システム教育・保育給付等サ

　ブシステムの保守業務一式）

 　　　［こども家庭局幼保振興課］

▽開発行為に関する工事の完了（西区岩岡町）

 　　［経済観光局調整区域指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（西区南別府）

 　　［経済観光局調整区域指導課］

水   道   局

▽水道局職員の勤務時間，休日及び休暇に関

　する規程等の一部を改正する規程

  　［水道局経営企画課］

▽神戸市指定給水装置工事事業者の指定

  　　　［水道局配水課］

▽神戸市指定給水装置工事事業者の事業の廃

　止  　　　［水道局配水課］

▽制限付一般競争入札による契約の締結（上

　ヶ原浄水場（工水）再整備工事）

  　　　［水道局配水課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（中央（東雲通他）配水管取替工事）

  　　　［水道局配水課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（北（緑町６丁目他）配水管取替工

　事）  　　　［水道局配水課］

▽特定調達契約に係る随意契約による相手方

　の決定（管路情報管理システム整備業務及

　び給水設計台帳システム保守業務）

  　　　［水道局配水課］

交   通   局

▽神戸市高速鉄道乗車料条例施行規程等の一

　部を改正する規程　　［交通局営業推進課］

▽神戸市交通局分課規程等の一部を改正する

　規程  　　　［交通局職員課］

▽神戸市交通局公印規程の一部を改正する規

　程  　　　［交通局総務課］

▽神戸市交通局広告取扱規程の一部を改正す

　る規程  　［交通局営業推進課］

▽神戸市交通局高速鉄道安全管理規定の一部

　を改正する規程

　［交通局高速鉄道部地下鉄運輸サービス課］

▽路線の種別，料金区間，運転系統及び近郊

　区路線等の乗車料についての一部改正

  　［交通局営業推進課］

▽本市乗合自動車及び他乗合自動車と本市高

　速鉄道及び他鉄道との連絡系統又は経路及

　び連絡駅の一部改正　［交通局営業推進課］

▽自動車事業及び高速鉄道事業の旅客運賃等

　の徴収事務を含む業務の委託

 　［交通局高速鉄道部駅務統括所］

選 挙管 理 委 員 会 

▽法定連署数　　　［選挙管理委員会事務局］

農 業 委 員 会 

▽神戸市農業委員会事務局長等専決規程の一

　部を改正する規程　　［農業委員会事務局］

人 事 委 員 会 

▽令和２年度神戸市育児休業代替任期付職員

　採用試験（選考）案内・令和２年度神戸市

　会計年度任用職員（特定事務）採用試験案

　内 　　　［人事委員会事務局任用課］
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令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０３２

訂      正

▽令和２年６月２日付け神戸市公報第３６６０号

　の訂正  ［行財政局契約監理課］ １１５１



１０３３

  規     則  

　神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

　　令和２年５月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第１２号

　　　神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則

　神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例施行規則（昭和４２年２月規則第６３号）の

一部を次のように改正する。

　第５条及び第７条第３項第２号中「高等専門学校長」を「地区統括官又は高等専門学校長」

に改める。

　　　附　則

　この規則は，令和２年６月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市中央卸売市場業務運営協議会規則の一部を改正する等の規則をここに公布する。

　　令和２年５月２９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第１３号

　　　神戸市中央卸売市場業務運営協議会規則の一部を改正する等の規則

　（中央卸売市場業務運営協議会規則の一部改正）

第１条　神戸市中央卸売市場業務運営協議会規則（平成１２年５月規則第４号）の一部を次のよ

　うに改正する。

　　第１条中「昭和４６年１２月条例第４２号」を「令和２年４月条例第１号」に，「第６８条第５ 

　項」を「第６２条第５項」に改める。

　　第４条第１項中「条例第２条に規定する市場ごとに専門部会」を「その定めるところによ

　り，専門部会」に改める。

　（市場取引委員会規則の廃止）

第２条　神戸市市場取引委員会規則（平成１７年４月規則第１１号）は，廃止する。

　　　附　則

　この規則は，令和２年６月２１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市中央卸売市場業務条例施行規則をここに公布する。

　　令和２年５月２９日

     神戸市長　久　元　喜　造　
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神戸市規則第１４号

　　　神戸市中央卸売市場業務条例施行規則

　神戸市中央卸売市場業務条例施行規則（昭和４７年３月規則第８６号の３）の全部を改正する。

目次

　第１章　総則（第１条―第３条）

　第２章　市場関係事業者

　　第１節　卸売業者（第４条―第１１条）

　　第２節　仲卸業者（第１２条―第２０条）

　　第３節　売買参加者（第２１条・第２２条）

　　第４節　関連事業者（第２３条―第２６条）

　第３章　売買取引と決済の方法（第２７条―第３８条）

　第４章　市場施設の使用（第３９条―第５１条）

　第５章　雑則（第５２条―第６２条）

　附則

　　第１章　総則

　（趣旨）

第１条　この規則は，神戸市中央卸売市場業務条例（令和２年４月条例第１号。以下「条例」

　という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。

　（用語の定義）

第２条　この規則で使用する用語は，すべて条例の例による。

　（臨時休業及び臨時営業の届出）

第３条　市場において業務を行う者は，開場日に臨時に休業し，又は休日に臨時に営業しよう

　とするときは，市長に届け出なければならない。

　　第２章　市場関係事業者

　　　第１節　卸売業者

　（卸売業務の許可証の交付）

第４条　市長は，条例第９条第１項の規定により卸売の業務を許可したときは，様式第１号に

　よる卸売業務許可証を交付するものとする。

　（卸売業務の許可申請）

第５条　条例第９条第４項に規定する規則で定める書類は，次に掲げる書類とする。

　⑴　定款

　⑵　登記事項証明書

　⑶　貸借対照表，損益計算書及び事業計画書

　⑷　業務を執行する役員の履歴書，破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しな

　　い旨の市町村（特別区を含む。）の長の証明書及び条例第９条第５項第３号イ又はウに該

　　当しないことを誓約する書面

　⑸　株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書

　　面

　⑹　前各号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める書類

　（卸売業者の純資産基準額）
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１０３５

第６条　条例第１０条第１項に規定する規則で定める純資産基準額は，別表第１の表の左欄に掲

　げる取扱品目の部類ごとに，同表の中欄に掲げる当該事業年度の開始日前１年間の卸売の金

　額（条例第９条１項の許可を受けて１年を経過しない者については，第５条第３号に規定す

　る事業計画書に記載した最初の事業年度の開始日以後１年間の卸売の予定金額）の区分に応

　じ，それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

２　条例第１０条第３項の規定による申出をしようとする者は，市長に申出書を提出しなければ

　ならない。

　（卸売業者の保証金等）

第７条　条例第１２条第１項に規定する規則で定める額は，別表第２の表の左欄に掲げる区分ご

　とに，同表の中欄に掲げる当該事業年度の開始日前１年間の卸売の金額の総額に応じ，それ

　ぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

２　条例第１２条第２項に規定する規則で定める有価証券は，次に掲げるものとする。

　⑴　日本銀行が発行する出資証券

　⑵　特別の法律により法人が発行する債券

　⑶　本市指定金融機関が発行する株券

　⑷　前３号に掲げるもののほか，市長が認める有価証券

　（卸売業者の事業の譲渡し及び譲受けの認可申請）

第８条　条例第１７条第３項の規定により同条第１項の認可を受けようとする者は，次に掲げる

　事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

　⑴　譲渡人及び譲受人の名称及び住所　

　⑵　譲り渡す事業に係る取扱品目の部類　

　⑶　譲渡し及び譲受けをする年月日

　⑷　譲渡し及び譲受けをする理由

２　前項の書面には，事業の譲渡し及び譲受けに係る契約書の写しのほか，譲受人に係る第５

　条各号に掲げる書類を添付しなければならない。

　（卸売業者の合併又は分割の認可申請）

第９条　条例第１７条第３項の規定により同条第２項の認可を受けようとする者は，次に掲げる

　事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

　⑴　合併又は分割に係る当事者の名称及び住所

　⑵　合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により卸売の業務を承

　　継する法人の名称及び住所

　⑶　合併又は分割の方法及び条件

　⑷　合併又は分割をする年月日

　⑸　合併又は分割をする理由

２　前項の書面には，当該合併に係る契約書の写し及び合併後存続する法人若しくは合併によ

　り設立される法人又は分割により卸売の業務を承継する法人に係る第５条各号に掲げる書類

　を添付しなければならない。

　（卸売業者の届出の該当事由）

第１０条　条例第１８条第１項第４号に規定する規則で定める事由は，次に掲げる事由とする。

　⑴　卸売業者（その業務を執行する役員を含む。）が破産手続開始の決定を受けたとき又は
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　　刑事事件について起訴されたこと。

　⑵　定款の変更その他株主総会又は社員総会の決議があったこと。

　⑶　前２号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事由。

　（せり人章の交付及び着用）

第１１条　市長は，卸売業者が条例第２１条第１項の規定によりせり人に係る届出をしたときは，

　当該せり人に対して様式第２号によるせり人章を交付するものとする。

２　せり人は，卸売の業務に従事するときは，前項のせり人章を着用しなければならない。

　　　第２節　仲卸業者

　（仲卸業務の許可証の交付及び記章の着用）

第１２条　市長は，条例第２２条第１項の規定により仲卸しの業務を許可したときは，様式第３号

　による仲卸業務許可証を交付するものとする。

２　市長は，条例第２３条第１項の規定により仲卸業者が保証金を預託したときは，売買参加章

　を交付するものとする。

３　仲卸業者は，仲卸しの業務に従事するときは，前項の記章を着用しなければならない。

　（仲卸業務の許可申請）

第１３条　条例第２２条第４項に規定する規則で定める書類は，同条第１項の許可を受けようとす

　る者（以下この条において「申請者」という。）が個人であるときは，次に掲げる書類とす

　る。

　⑴　履歴書，申請者の写真及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨

　　の市町村（特別区を含む。）の長の証明書

　⑵　資産調書（申請者が保有する預金，不動産その他の資産の状況を記載したものをい 

　　う。）及び事業計画書

　⑶　申請者が条例第２２条第５項第１号イ，ウ又はオに該当しないことを誓約する書面

　⑷　前３号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める書類

２　条例第２２条第４項に規定する規則で定める書類は，申請者が法人であるときは，次に掲げ

　る書類とする。

　⑴　定款

　⑵　登記事項証明書

　⑶　貸借対照表，損益計算書及び事業計画書

　⑷　業務を執行する役員の履歴書，破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しな

　　い旨の市町村（特別区を含む。）の長の証明書及び条例第２２条第５項第１号イ，ウ又はオ

　　に該当しないことを誓約する書面

　⑸　株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書

　　面

　⑹　前各号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める書類

　（仲卸業者の保証金等）

第１４条　条例第２４条第１項に規定する規則で定める保証金の額は，市場及び取扱品目の部類ご

　とに５万円とする。

２　第７条第２項の規定は，仲卸業者について準用する。

　（仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受けの認可申請）
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第１５条　条例第２６条第３項の規定により同条第１項の認可を受けようとする者は，次に掲げる

　事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

　⑴　譲渡人及び譲受人の氏名，名称又は商号及び住所

　⑵　譲り渡す事業に係る取扱品目の部類

　⑶　譲渡し及び譲受けをする年月日

　⑷　譲渡し及び譲受けをする理由

２　前項の書面には，事業の譲渡し及び譲受けに係る契約書の写しのほか，譲受人が個人であ

　るときは，当該個人に係る第１３条第１項各号に掲げる書類を，譲受人が法人であるときは，

　当該法人に係る同条第２項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

　（仲卸業務の合併又は分割の認可申請）

第１６条　条例第２６条第３項の規定により同条第２項の認可を受けようとする者は，次に掲げる

　事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

　⑴　合併又は分割に係る当事者の名称又は商号及び住所

　⑵　合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により仲卸しの業務を

　　承継する法人の名称又は商号及び住所

　⑶　合併又は分割の方法及び条件

　⑷　合併又は分割をする年月日

　⑸　合併又は分割をする理由

２　前項の書面には，当該合併に係る契約書の写し及び合併後存続する法人若しくは合併によ

　り設立される法人又は分割により仲卸しの業務を承継する法人に係る第１３条第２項各号に掲

　げる書類を添付しなければならない。

　（仲卸業務の承継の認可申請）

第１７条　条例第２７条第２項の規定により同条第１項の認可を受けようとする者（以下この条に

　おいて「申請者」という。）は，次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければな

　らない。

　⑴　申請者の氏名及び住所

　⑵　被相続人の氏名，被相続人との続柄及び相続を開始した年月日

　⑶　承継しようとする仲卸しの業務に係る取扱品目の部類

２　前項の書面には，次に掲げる書類を添付しなければならない。

　⑴　申請者に係る第１３条第１項各号に掲げる書類

　⑵　相続人が２人以上ある場合は，申請者が仲卸しの業務を承継する相続人であることを証

　　する書面

　（仲卸業者の届出の該当事由）

第１８条　条例第２８条第１項第４号に規定する規則で定める事由は，次に掲げる事由とする。

　⑴　仲卸業者（法人である場合には，その業務を執行する役員を含む。）が，次のいずれか

　　に該当することとなったこと。

　　ア　条例第２２条第５項第１号オに該当すること。

　　イ　破産手続開始の決定を受けたこと。

　　ウ　刑事事件について起訴されたこと。

　⑵　仲卸業者が法人である場合には，定款の変更その他株主総会又は社員総会の決議があっ
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　　たこと。

　⑶　前２号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事由。

　（仲卸業者の事業報告書の提出）

第１９条　条例第２９条の事業報告書には，法人が提出する場合にあっては，次に掲げる事項を記

　載しなければならない。

　⑴　資産，資本及び負債に関する事項

　⑵　損益計算に関する事項

２　市長は，財務内容を確認するため必要があると認めるときは，前項の事業報告書に貸借対

　照表，損益計算書その他の計算書類を添付させることができる。

　（仲卸業者の売買補助参加者）

第２０条　仲卸業者は，仲卸の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要な場合は，売買

　補助参加者（仲卸業者の役員又は使用人で，卸売業者の行う卸売に参加する者をいう。以下

　同じ。）を置くことができる。

２　仲卸業者は，売買補助参加者の氏名を市長に届け出なければならない。

３　市長は，仲卸業者が前項の届出をしたときは，当該売買補助参加者に対して，売買補助参

　加章を交付するものとする。

４　売買補助参加者は，仲卸しの業務に従事するときは，前項の記章を着用しなければならな

　い。

５　仲卸業者は，売買補助参加者に変更がある場合は，遅滞なくその旨を市長に届け出なけれ

　ばならない。

　　　第３節　売買参加者

　（売買参加者章の交付及び着用）

第２１条　市長は，卸売業者が条例第３０条の規定により売買参加者に係る届出をしたときは，当

　該売買参加者に対して売買参加者章を交付するものとする。

２　売買参加者は，せり売又は入札による卸売に参加するときは，前項の記章を着用しなけれ

　ばならない。

　（売買参加者の売買補助参加者）

第２２条　売買参加者は，その業務の適正かつ健全な遂行のために必要な場合は，売買補助参加

　者を置くことができる。

２　第２０条第２項から第５項までの規定は，前項の規定により売買参加者が売買補助参加者を

　置く場合について準用する。この場合において，同条第２項及び第３項中「仲卸業者」とあ

　るのは「売買参加者」と，同条第４項中「仲卸しの業務に従事するとき」とあるのは「せり

　売又は入札による卸売に参加するとき」と，同条第５項中「仲卸業者」とあるのは「売買参

　加者」と読み替えるものとする。

　　　第４節　関連事業者

　（関連事業の許可）

第２３条　条例第３２条第１項の規定による関連事業の許可は，次条に規定する市場及び業種ごと

　に行うものとする。この場合において，市長は，事業の種別（次条に規定する食料品販売業

　又は物品販売業にあっては取扱品目），方法，範囲その他必要な条件を付することができる。

２　条例第３２条第２項の規定により同条第１項の許可を受けようとする者（以下この条におい
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　て「申請者」という。）は，次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならな

　い。

　⑴　申請者の氏名又は名称及び住所

　⑵　関連事業を行おうとする市場及び業種

　⑶　前２号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事項

３　前項の書面には，申請者が個人であるときは当該個人に係る第１３条第１項各号に掲げる書

　類を，申請者が法人であるときは当該法人に係る同条第２項各号に掲げる書類を添付しなけ

　ればならない。

４　前項の規定にかかわらず，申請者が市場の利用者に便益を提供する業務の許可を受ける場

　合であって，特に市長が書類の添付を省略しても差し支えがないと認めたときは，前項の書

　類の全部又は一部の添付を省略することができる。

５　市長は，第１項の関連事業の許可をしたときは，様式第４号による関連事業者業務許可証

　を交付するものとする。

　（関連事業者の許可の区分）

第２４条　前条第１項に規定する市場及び業種は，次のとおりとする。

　（関連事業者の保証金等）

第２５条　条例第３３条第３項に規定する規則で定める保証金の額は，当該関連事業者に係る施設

　使用料月額の３倍に相当する額とする。
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業　　　　種市場

食料品卸売業

運搬・運送業

倉庫（冷蔵庫）業

市場の機能の充実に資する業務本場

金融業

食料品販売業

物品販売業

飲食営業

その他市場サービス業

市場の利用者に便益を提供する業務

食料品卸売業

運搬・運送業

倉庫（冷蔵庫）業

市場の機能の充実に資する業務東部市場

金融業

食料品販売業

物品販売業

飲食営業

その他市場サービス業

市場の利用者に便益を提供する業務

運搬・運送業市場の機能の充実に資する業務西部市場

金融業

飲食営業

その他市場サービス業

市場の利用者に便益を提供する業務



２　第７条第２項の規定は，関連事業者について準用する。

　（関連事業者に係る届出事項）

第２６条　条例第３６条第３項に規定する規則で定める者は，第２４条の食料品卸売業の事業の許可

　を受けた関連事業者とする。

２　前項の関連事業者は，毎月の販売高を翌月の１０日までに市長に届け出なければならない。

　　第３章　売買取引と決済の方法

　（食肉部の特例）

第２７条　食肉部の卸売業者は，牛及び豚の枝肉については，市長の指定する格付機関の格付を

　受けたものでなければ卸売をしてはならない。

　（せり直し又は再入札）

第２８条　せり売又は入札に参加した者が，せり落とし又は落札の決定に異議があるときは，直

　ちに市長に申し出なければならない。

２　市長は，前項の規定による申出について正当な理由があると認めるときは，せり直し又は

　再入札を命ずることができる。

　（売渡票及び販売原票）

第２９条　条例第３７条の規定により市場における売買取引を効率的に行うために，卸売業者は，

　取扱物品の卸売をしたときは，直ちに売渡票及び様式第５号による販売原票を作成しなけれ

　ばならない。

２　前項の売渡票は，買受人に交付しなければならない。

３　第１項の販売原票には，一連番号を付さなければならない。

　（仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売の報告）

第３０条　卸売業者は，条例第４１条の規定により仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売

　をしたときは，当該卸売をした日の属する月の当該卸売に係る次に掲げる事項を翌月の１０日

　までに市長に報告しなければならない。

　⑴　卸売業者の名称

　⑵　卸売をした物品の品目，産地，数量，卸売価格及び出荷者並びに卸売の相手方

　（受託契約約款）

第３１条　条例第４３条に規定する規則で定める事項は，次に掲げる事項とする。

　⑴　受託物品の保管に関する事項

　⑵　受託物品の手入れその他販売のため必要とする調整に関する事項

　⑶　受信場所（卸売業者が卸売のための販売の委託をする者から電話その他の通信手段を用

　　いた連絡を受ける場所をいう。）に関する事項

　⑷　送り状又は発送案内に関する事項

　⑸　受託物品の上場に関する事項

　⑹　販売条件の設定及び変更並びに取扱方法に関する事項

　⑺　委託の解除，委託替及び再委託に関する事項

　⑻　委託手数料率（委託手数料を算定するための料率をいう。）に関する事項

　⑼　委託者の負担すべき費用に関する事項

　⑽　仕切りに関する事項

　⑾　条例第６３条の規定による場合に関する事項
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　⑿　家畜の解体料（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。），原皮，内臓その他の副

　　産物の販売方法及び販売予定の卸売価格並びに量目及び計量に関する事項（食肉部に限 

　　る。）

　⒀　前各号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事項

　（仲卸業者の仕入高等の報告）

第３２条　仲卸業者は，条例第４４条第１項に規定する毎月の仕入高の報告を当該報告の対象とな

　る月の翌月の１０日までに市長にしなければならない。

２　仲卸業者は，条例第４４条第２項の規定により，当該市場の卸売業者以外の者から買い入れ

　て又は販売の委託を引き受けて販売したときは，その月の当該販売に係る次に掲げる事項を

　翌月の１０日までに市長に報告しなければならない。

　⑴　仲卸業者の氏名又は名称

　⑵　販売した物品の品目，数量，買入れ又は受託の相手方

　⑶　販売した物品の販売金額（消費税及び地方消費税に相当する額を除いたものをいう。）

　（物品の卸売に係る場所の指定）

第３３条　市長は，市場における入荷量の変動に対応し，円滑な流通を確保するため，市場の周

　辺の地域における一定の場所を，当該市場に出荷された生鮮食料品等を搬入して卸売をする

　場所として指定することができる。

２　前項の規定による指定を受けようとする卸売業者は，次に掲げる事項を記載した書面に指

　定を受ける場所にある施設の種類及び規模並びに指定の必要性を記載した書面並びにその位

　置図を添付して市長に提出しなければならない。

　⑴　申出者の名称

　⑵　指定を受ける場所の所在地及びその場所にある施設の名称

　⑶　指定を受ける場所にある物品の種類

３　第１項の指定を必要としなくなった卸売業者は，遅滞なく次に掲げる事項を記載した書面

　を市長に提出しなければならない。

　⑴　届出者の名称

　⑵　指定を受けた場所の所在地及びその場所にある施設の名称

　⑶　指定を受けた場所にある物品の種類

　⑷　指定を必要としなくなった理由

　（卸売業者による売買取引の結果等の報告）

第３４条　条例第４７条第１項の規定による報告は，次の各号に掲げる区分に応じ，各号に定める

　ときまでに行うものとする。

　⑴　条例第４７条第１項第１号に掲げる事項　その日の卸売の販売開始時刻（市長が特に必要

　　があると認めるときは，市長が指定する時刻）

　⑵　条例第４７条第１項第２号に掲げる事項（市長が特に必要があると認める物品に係るもの

　　に限る。）　その日の正午

　⑶　条例第４７条第１項第２号に掲げる事項（前号の物品に係るものを除く。）　その日の卸

　　売が終了した後可能な限り早い時刻

　（卸売業者による売買取引の結果等の公表）

第３５条　条例第４８条第１項の規定による公表は，次の各号に掲げる区分に応じ，各号に定める
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　ときまでに行うものとする。

　⑴　条例第４８条第１項第１号に掲げる事項　その日の卸売の販売開始時刻

　⑵　条例第４８条第１項第２号に掲げる事項　その日の卸売が終了した後可能な限り早い時刻

　⑶　条例第４８条第１項第３号に掲げる事項　その月の１０日

　（開設者による売買取引の結果等の公表）

第３６条　条例第４９条第１項の規定による公表は，次の各号に掲げる区分に応じ，各号に定める

　ときまでに行うものとする。

　⑴　条例第４９条第１項第１号に掲げる事項　市長が卸売業者から条例第４７条第１項第１号に

　　規定する事項について報告を受けたとき　報告を受けた後可能な限り早い時刻

　⑵　条例第４９条第１項第２号に掲げる事項　市長が卸売業者から条例第４７条第１項第２号に

　　規定する事項について報告を受けたとき　報告を受けた後可能な限り早い時刻

　（売買仕切書）

第３７条　条例第５０条に規定する売買仕切書は，様式第６号による。

　（販売原票等の保存）

第３８条　第２９条に規定する売渡票及び販売原票並びに第３７条に規定する売買仕切書は，紙又電

　磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

　で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）で５年

　間保存しなければならない。

　　第４章　市場施設の使用

　（施設の使用条件の指定等）

第３９条　条例第５２条第１項又は第２項の規定により，市場施設の使用条件の指定又は使用の許

　可を受けようとする者は，様式第７号による市場施設指定申請書又は市場施設使用許可申請

　書を提出しなければならない。

２　市場施設の指定又は使用の許可の期間は，１年を超えないものとする。ただし，市長が特

　に必要があると認める場合は，この限りでない。

第４０条　市長は，必要があると認めるときは，前条の指定又は使用許可をした後でも，その位

　置，面積，使用期間その他の使用条件を変更することができる。

第４１条　条例第５２条第２項の規定により市場施設の使用の許可を受けることができる者は，次

　に掲げるものとする。

　⑴　国又は地方公共団体

　⑵　市場の運営上市場施設の使用を必要とする団体

　⑶　前２号に掲げるもののほか，市長が必要があると認めるもの

第４２条　条例第５２条第４項に規定する規則で定める保証金の額は，条例第５２条第２項の許可を

　受けた者に係る使用料月額の３倍に相当する額とする。

　（使用料）

第４３条　条例第５３条第１項の規定による使用料の額は，別表第３の表の左欄に掲げる使用料の

　種別ごとに，同表の中欄に掲げる市場及び区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる額とす

　る。

第４４条　条例第５３条第３項に規定する特別の理由があると認めるときは，次に掲げるときとす

　る。
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　⑴　地方公共団体その他の公共団体が，公用又は公共の用に供するため使用するとき。

　⑵　災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。

　⑶　地震，火災等の災害によって使用施設の全部又は一部を使用できないとき。

　⑷　前３号に掲げるもののほか，市長が必要があると認めるとき。

　（使用料の計算方法）

第４５条　条例第５３条第１項に規定する使用料を算定するに当たり，使用面積に１平方メートル

　未満の端数があるときは，その端数は１平方メートルとして計算する。使用面積が１平方メ

　ートルに満たないときも，同様とする。

２　条例第５３条第１項に規定する使用料を算定するに当たり，通過貨物に１トン未満の端数が

　あるときは，その端数は１トンとして計算する。通過貨物が１トンに満たないときも，同様

　とする。

第４６条　月額で定めた使用料は，次に定めるところにより計算する。

　⑴　月の中途において市場施設の使用をやめる場合においても，その月分は１月として計算

　　すること。

　⑵　１月に満たない期間使用する場合の使用料及び月の中途において使用を開始した場合の

　　その月分の使用料は，日割で計算すること。この場合において，１月は３０日として計算す

　　ること。

　（使用料の納付期限）

第４７条　卸売業者市場使用料，仲卸業者市場使用料及び関連事業者市場使用料は，毎月末まで

　に前月分を納付しなければならない。

２　月額で定めた使用料は，毎月２５日までにその月分を納付しなければならない。ただし，２５

　日までに市場施設の使用を終了する場合は，使用を終了する日までに納付しなければならな

　い。

３　前条第２号の使用料は，条例第５２条第１項の指定又は同条第２項の使用の許可があった時

　に納付しなければならない。

４　通過貨物揚卸場使用料は，条例第５２条第２項の使用の許可を受けた際，これを納付しなけ

　ればならない。ただし，市長の承認を受けた場合は，後納することができる。

　（施設の模様替等）

第４８条　使用者は，条例第５４条第２項の承認を受けようとするときは，仕様書及び図面を添え

　て市長に申請書を提出しなければならない。

２　前項の規定による申請により承認を受けた者は，工事完成後遅滞なく完成届を提出して市

　長の確認を受けなければ，市場施設を使用することができない。

　（施設の返還）

第４９条　使用者が，市場施設を返還しようとするときは，返還する旨を記載した書面を提出し

　て市長の確認を受けなければならない。

２　条例第５４条第２項の承認を受けて市場施設に変更を加えた使用者が当該市場施設を返還す

　るときは，自己の費用で当該市場施設を原状に回復しなければならない。

　（施設の補修等）

第５０条　使用者は，市長が市場施設の管理上必要な補修その他の工事を施行するときは，これ

　に協力しなければならない。
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　（蔵置する物品）

第５１条　使用者は，市場施設に次に掲げる物品以外の物品を蔵置してはならない。

　⑴　市場の取扱物品

　⑵　市長が必要があると認める物品

　　第５章　雑則

　（入場の制限又は禁止）

第５２条　市長は，次の各号のいずれかに該当する者に対しては，市場からの退去を命じ，又は

　市場への入場を禁止することができる。

　⑴　暴行その他不穏な行為をした者

　⑵　他人の業務を妨害した者

　⑶　許可なく物品の販売その他の営業行為をした者

　⑷　伝染病その他の疾病にかかっている者

　⑸　賭博行為をした者

　⑹　前各号に掲げるもののほか，市場の秩序を乱すおそれのある者

　（健康診断の指示）

第５３条　市長は，必要と認めるときは，市場へ入場する者に対し，医師の健康診断その他の処

　置をうけるよう指示することができる。

　（自動車に関する規制）

第５４条　市場に入場させることができる自動車は，次の各号のいずれかに該当するものとする。

　⑴　市場施設の使用者が所有する自動車

　⑵　卸売業者に対して物品を搬入する自動車

　⑶　買出人の所有する自動車

　⑷　前３号に掲げるもののほか，市長が必要と認める自動車

２　市長は，市場に自動車を入場させようとする者に対して，市場秩序の保持を図るために必

　要な措置を講じることができる。

　（清掃等の義務）

第５５条　使用者は，市場施設の清掃について次に掲げる事項を守らなければならない。

　⑴　常に市場施設の清掃に努め清潔を保持すること。

　⑵　廃棄物は，指定の場所へ搬出すること。

　⑶　商品，容器その他の物品は，常にこれを整頓し，道路その他自己の使用する場所以外に

　　放置しないこと。

　⑷　共通の使用施設については，関係者が共同して清掃を行うこと。

　（使用人の届出）

第５６条　卸売業者，仲卸業者及び関連事業者は，その業務に関して使用人を雇用したときは，

　その氏名，住所その他市長が必要と認める事項を市長に届け出なければならない。解雇した

　ときも，同様とする。

　（身分を示す証明書）

第５７条　条例第５９条第２項に規定する身分を示す証明書は，様式第８号によるものとする。

　（掲示事項）

第５８条　市長は，次に掲げる場合は，当該事項を市場の掲示場に掲示するものとする。これら
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　に変更があったときも，同様とする

　⑴　条例第７条第２項の規定により，休日に開場し，又は休日以外の日に休業することを定

　　めた場合。

　⑵　卸売業者が卸売の業務を開始し，休止し，若しくは再開したとき又は卸売の業務を停止

　　し，若しくは廃止した場合。

　⑶　卸売業者，仲卸業者及び関連事業者の業務を許可し，停止し，又はこれらの者がその業

　　務を遂行する地位を失った場合。

　⑷　条例第１７条第１項の規定により卸売業者の事業の譲渡しを認可したとき又は同条第２項

　　の規定により卸売業者たる法人の合併を認可した場合。

　⑸　条例第２６条第１項の規定により仲卸業者の事業の譲渡しを認可したとき又は同条第２項

　　の規定により仲卸業者たる法人の合併を認可した場合。

　⑹　条例第２７条第１項の規定により，仲卸しの業務を引き続き営むことについて認可した場

　　合。

　⑺　条例第６１条第２項又は第３項の規定により，卸売業者，仲卸業者，売買参加者又は関連

　　事業者について，これらの者の代表者，代理人又は使用人の市場への入場を停止した場合。

　⑻　条例第６３条第２項の規定により，市長が自ら卸売の業務を行う場合。

　⑼　前各号に掲げるもののほか，市長が掲示の必要があると認めた場合。

　（卸売業者の委託者への通知事項）

第５９条　卸売業者は，前条第１号及び第２号の掲示のあったときは，速やかに委託者に通知し

　なければならない。

　（卸売業者の財務基準）

第６０条　条例第６０条第１項に規定する規則で定める場合は，次の各号のいずれかに該当する場

　合とする。

　⑴　流動負債の合計金額に対する流動資産の合計金額の比率が１を下回る場合

　⑵　資本及び負債の合計金額に対する資本の合計金額の比率が０．１を下回る場合

　⑶　連続する３期以上の事業年度において，経常損失が生じた場合

　（仲卸業者の財務基準）

第６１条　条例第６０条第３項に規定する規則で定める場合は，次に掲げる場合とする。

　⑴　法人である仲卸業者にあっては，資本及び負債の合計金額に対する資本の合計金額の比

　　率が０．１を下回り，かつ，連続する３期以上の事業年度において，経常損失が生じた場合

　⑵　個人である仲卸業者にあっては，前号に準ずるものとして市長が定める状況にある場合

　（施行細目の委任）

第６２条　この規則の施行に関し必要な事項は，主管局長が定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，令和２年６月２１日から施行する。

　（準備行為）

２　この規則による改正後の神戸市中央卸売市場業務条例施行規則（以下「新規則」とい 

　う。）を施行するために必要な届出その他の行為は，この規則の施行前においても，新規則

　の例によりすることができる。
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　（経過措置）

３　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市中央卸売市場業務規則（以下「旧

　規則」という。）第１７条第１項の規定による承認を受けている売買補助参加者については，

　仲卸業者から新規則第２０条第２項の規定による届出があったものとみなす。

４　この規則の施行の際，旧規則第２５条第２項の規定により売買参加者について準用する旧規

　則第１７条第１項の規定による承認を受けている売買補助参加者については，当該売買参加者

　の承認の有効期間が満了するまでの間は，売買参加者から新規則第２２条第２項の規定におい

　て準用する第２０条第２項の規定による届出があったものとみなす。

別表第１（第６条関係）
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純資産基準額卸売金額取扱品目の部類

３，０００万円

６，６００万円

１億５，０００万円

２億７，０００万円

３億６，０００万円

４億５，０００万円

６億円

７億５，０００万円

１２億円

５０億円未満

５０億円以上１００億円未満

１００億円以上２００億円未満

２００億円以上３００億円未満

３００億円以上４００億円未満

４００億円以上５００億円未満

５００億円以上７００億円未満

７００億円以上１，０００億円未満

１，０００億円以上

青果部

３，０００万円

６，６００万円

１億５，０００万円

２億７，０００万円

３億６，０００万円

４億５，０００万円

６億円

７億５，０００万円

１２億円

５０億円未満

５０億円以上１００億円未満

１００億円以上２００億円未満

２００億円以上３００億円未満

３００億円以上４００億円未満

４００億円以上５００億円未満

５００億円以上７００億円未満

７００億円以上１，０００億円未満

１，０００億円以上

水産物部

１，０００万円

２，２００万円

５，０００万円

９，０００万円

１億２，０００万円

１億５，０００万円

２億円

５０億円未満

５０億円以上１００億円未満

１００億円以上２００億円未満

２００億円以上３００億円未満

３００億円以上４００億円未満

４００億円以上５００億円未満

５００億円以上

食肉部

４５０万円

１，５００万円

２，４００万円

３，９００万円

７，５００万円

１億５，０００万円

１０億円未満

１０億円以上２０億円未満

２０億円以上３０億円未満

３０億円以上５０億円未満

５０億円以上１００億円未満

１００億円以上

花き部



１０４７

別表第２（第７条関係）

別表第３（第４３条関係）

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

保証金の額前年総卸売金額区分

３００万円

４００万円

８００万円

１，２００万円

１，６００万円

５０億円未満

５０億円以上１００億円未満

１００億円以上２００億円未満

２００億円以上３００億円未満

３００億円以上

青果部本
場
及
び
東
部
市
場

２００万円

４００万円

８００万円

１，２００万円

１，６００万円

２，０００万円

２，４００万円

５０億円未満

５０億円以上１００億円未満

１００億円以上２００億円未満

２００億円以上３００億円未満

３００億円以上４００億円未満

４００億円以上５００億円未満

５００億円以上

水産物部

１２０万円

２００万円

４００万円

６００万円

８００万円

１，２００万円

２０億円未満

２０億円以上３０億円未満

３０億円以上４０億円未満

４０億円以上５０億円未満

５０億円以上１００億円未満

１００億円以上

花き部東
部
市
場

２００万円食肉部西
部
市
場

使用料市場及び区分種別

　次の⑴及び⑵に掲げる額の合計額

⑴　卸売金額から消費税及び地方消費

　税に相当する額を除いた額に１，０００

　分の２．５を乗じて得た額

⑵　⑴に掲げる額に１００分の１０を乗じ

　て得た額

本場及び東部市場卸売業者市場使用

料

　次の⑴及び⑵に掲げる額の合計額

⑴　卸売金額から消費税及び地方消費

　税に相当する額を除いた額に１，０００

　分の２を乗じて得た額

⑵　⑴に掲げる額に１００分の１０を乗じ

　て得た額

西部市場

　次の⑴及び⑵に掲げる額の合計額

⑴　仲卸業者が当該市場の卸売業者以

　外の者から買い入れて，又は販売の

本場及び東部市場仲卸業者市場使用

料



令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０４８

　委託を引き受けて販売した生鮮食料

　品等の売上金額（消費税及び地方消

　費税に相当する額を除いたものをい

　う。）に１，０００分の２．５を乗じて得た

　額

⑵　⑴に掲げる額に１００分の１０を乗じ

　て得た額

　次の⑴及び⑵に掲げる額の合計額

⑴　関連事業者（市長が定めるものに

　限る。）が市場施設を使用すること

　により得た売上金額（消費税及び地

　方消費税に相当する額を除いたもの

　をいう。）に１，０００分の１を乗じて

　得た額

⑵　⑴に掲げる額に１００分の１０を乗じ

　て得た額

本場関連事業者市場使

用料

　次の⑴及び⑵に掲げる額の合計額

⑴　関連事業者（市長が定めるものに

　限る。）が市場施設を使用すること

　により得た売上金額（消費税及び地

　方消費税に相当する額を除いたもの

　をいう。）に１，０００分の０．５を乗じて

　得た額

⑵　⑴に掲げる額に１００分の１０を乗じ

　て得た額

東部市場

１平方メートル１月につき　２９９円甲種（市道西出高松前

池線以東の建物の卸売

場の部分をいう。）

本場卸売業者売場使用

料

１平方メートル１月につき　１６８円乙種（市道西出高松前

池線以西の建物の卸売

場の部分をいう。）

１平方メートル１月につき　１９１円甲種（青果部及び水産

物部の卸売場並びに軟

弱そ菜売場棟の卸売場

の部分をいう。）

東部

市場

１平方メートル１月につき　３３５円丙種（花き部の卸売場

の部分をいう。）

１平方メートル１月につき　３１０円西部市場

１平方メートル１月につき　１，１８８円本場卸売業者低温売場

使用料



１０４９ 令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

１平方メートル１月につき　１，１８８円甲種（乙種以外の卸売

業者低温売場をい

う。）

東部

市場

１平方メートル１月につき　５０４円乙種（平成２６年度中に

供用を開始した卸売業

者低温売場をいう。）

１平方メートル１月につき　２，１１０円本場仲卸業者売場使用

料

１平方メートル１月につき　１，１８８円

甲種（青果部及び水産

物部の仲卸売場の１階

部分をいう。）

東部

市場

１平方メートル１月につき　４８４円

乙種（青果部及び水産

物部の仲卸売場の２階

部分をいう。）

１平方メートル１月につき　１，０４３円丙種（花き部の仲卸売

場の部分をいう。）

１平方メートル１月につき　２，１１０円本場関連事業所使用料

１平方メートル１月につき　１，６７１円東部市場

１平方メートル１月につき　２，１３６円甲種（事務所の部分を

いう。）

西部

市場

１平方メートル１月につき　９４０円乙種（店舗の部分をい

う。）

１平方メートル１月につき　１，７１５円本場事務所使用料

１平方メートル１月につき　１，３１９円甲種（花き部以外の事

務所の部分をいう。）

東部

市場

１平方メートル１月につき　１，１８８円乙種（花き部の事務所

の部分をいう。）

１平方メートル１月につき　２，１３６円西部市場

１室午前につき　１，９７９円本場の甲種（昭和５８年度中に

使用料の徴収を開始した会議

室をいう。）

会議室使用料

１室午後につき　２，６３８円

１室夜間につき　２，６３８円

１室午前につき　１，１００円本場の乙種（平成２１年度中に

使用料の徴収を開始した会議

室をいう。）
１室午後につき　１，３６２円

１室夜間につき　１，３６２円

１室午前につき　　７４５円東部市場

１室午後につき　　９２３円

１室夜間につき　　９２３円



令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０５０

１室午前につき　２，１３６円西部市場

１室午後につき　２，１３６円

１室夜間につき　３，２０３円

１平方メートル１月につき　１，５８３円甲種（市道西出高松前

池線以東の建物の倉庫

の部分をいう。）

本場倉庫使用料

１平方メートル１月につき　１，１０３円乙種（市道西出高松前

池線以西の建物の倉庫

の部分をいう。）

１平方メートル１月につき　１，２８２円甲種（平成３年１月１

日以前から倉庫として

使用されている部分を

いう。）

東部

市場

１平方メートル１月につき　１，０６６円乙種（農水産物加工場

から用途を変更して倉

庫として使用されてい

る部分をいう。）

１平方メートル１月につき　１，１７４円甲種（天井の高さが３

メートルを超える倉庫

をいう。）

西部

市場

１平方メートル１月につき　１，０６７円乙種（天井の高さが

２．５メートル以上３メ

ートル以下の倉庫をい

う。）

１平方メートル１月につき　６６２円丙種（天井の高さが

２．５メートル未満の倉

庫をいう。）

１平方メートル１月につき　１，２８２円東部市場発酵室使用料

１平方メートル１月につき　２１６円本場屋上屋外使用料

１平方メートル１月につき　２８７円東部市場

１平方メートル１月につき　１，５８３円本場農水産物加工場使

用料
１平方メートル１月につき　１，９３０円甲種（昭和５７年度中に

使用料の徴収を開始し

た農水産物加工場をい

う。）

東部

市場

１平方メートル１月につき　１，５３５円乙種（昭和６３年度中に

使用料の徴収を開始し

た農水産物加工場をい

う。）



１０５１ 令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

１平方メートル１月につき　２，２５６円丙種（平成２９年度中に

使用料の徴収を開始し

た農水産物加工場であ

って，丁種以外のもの

をいう。）

１平方メートル１月につき　２，０１３円

丁種（平成２９年度中に

使用料の徴収を開始し

た青果大型加工場をい

う。）

１平方メートル１月につき　２９９円本場の甲種（平成２０年度中に

使用料の徴収を開始した買荷

保管所兼積込所であって，三

方を農水産物加工場及び保冷

庫により囲まれたものをい

う。）

買荷保管所兼積込

所使用料

１平方メートル１月につき　６６０円本場の乙種（本場の甲種以外

の買荷保管所兼積込所をい

う。）及び東部市場

１平方メートル１月につき　６６０円甲種（市道西出高松前

池線以東の駐車場の部

分であって，屋上屋外

の場所にあるものをい

う。）

本場特設駐車場使用料

１平方メートル１月につき　４３２円乙種（市道西出高松前

池線以西の駐車場の部

分をいう。）

１平方メートル１月につき　７９２円丙種（市道西出高松前

池線以東の駐車場の部

分であって，甲種以外

のものをいう。）

１平方メートル１月につき　４２０円東部市場

１トンにつき　３６１円青果部本場

及び

東部

市場

通過貨物揚卸場使

用料

１トンにつき　４２０円水産物部

１月につき　２６３万７，８００円甲種（市道西出高松前

池線以東の建物の冷蔵

庫棟の部分をいう。）

本場冷蔵庫棟使用料

１月につき　４４５万７，８８２円乙種（市道西出高松前

池線以西の建物の冷蔵



　備考

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０５２

１月につき　４４５万７，８８２円庫棟の部分をいう。）

１月につき　４６７万６，５７２円

甲種（昭和４４年度中に

使用料の徴収を開始し

た冷蔵庫棟及び昭和５０

年度中に使用料の徴収

を開始した冷蔵庫棟で

あって，乙種以外のも

のをいう。）

東部

市場

１月につき　２３万６，２０４円乙種（昭和５０年度中に

使用料の徴収を開始し

た冷蔵庫棟であって，

倉庫に隣接するものを

いう。）

１月につき　４８３万５７２円丙種（平成１２年度中に

使用料の徴収を開始し

た冷蔵庫棟をいう。）

１平方メートル１月につき　１，９１２円甲種（２度以上５度以

下の温度の設定が可能

な冷蔵庫をいう。）

東部

市場

冷蔵庫使用料

１平方メートル１月につき　２，２０６円乙種（零下２０度以上零

下１５度以下の温度の設

定が可能な冷蔵庫をい

う。）

１平方メートル１月につき　３，７３８円甲種（零下４０度以上零

下２０度以下の温度の設

定が可能な冷蔵庫をい

う。）

西部

市場

１平方メートル１月につき　３，２０３円乙種（零下２０度以上２

度以下の温度の設定が

可能な冷蔵庫をい

う。）

１平方メートル１月につき　１，６０２円丙種（甲種及び乙種以

外の冷蔵庫をいう。）

１月につき　１１万７８６円本場井水設備使用料

１月につき　１０万５，５１２円東部市場

１平方メートル１月につき　１，７１５円本場保冷庫使用料

１平方メートル１月につき　２，２４３円西部市場部分肉加工処理室

使用料



１０５３

　１　関連事業者市場使用料については，第２３条に規定する市長の定める食料品卸売業を営む

　　関連事業者に限り適用する。

　２　この表において「午前」とは午前９時から正午まで（西部市場にあっては，午前８時か

　　ら正午まで）を，「午後」とは正午から午後５時まで（西部市場にあっては，正午から午

　　後４時まで）を，「夜間」とは午後５時から午後９時まで（西部市場にあっては，午後４

　　時から午後９時まで）をいう。

 

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号



令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０５４



１０５５ 令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号



令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０５６



１０５７ 令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号



令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０５８



１０５９ 令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号



令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０６０



１０６１ 令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号



令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０６２



１０６３ 令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号



令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０６４



１０６５ 令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号



令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０６６



１０６７

―――――――――――――――――

　新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険の保険料の減免に関する規則をここに

公布する。

　　令和２年６月３日　

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第１５号

　　　新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険の保険料の減免に関する規則

　次に掲げる場合は，神戸市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年１２月規則第７５号）第１３条第

６号の場合に該当するものとする。

　⑴　新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の２に規定す

　　る新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナウイルス感染症」という。）により，世

　　帯の生計を主として維持する者（次号において「主たる生計維持者」という。）が死亡し，

　　又は重篤な傷病を負った場合

　⑵　新型コロナウイルス感染症の影響により，世帯の主たる生計維持者について，事業収入

　　（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２７条第２項に規定する「事業所得に係る総収入金 

　　額」をいう。）　，不動産収入（所得税法第２６条第２項に規定する「不動産所得に係る総

　　収入金額」をいう。），山林収入（所得税法第３２条第３項に規定する「山林所得に係る総

　　収入金額」をいう。）又は給与収入（所得税法第２８条第２項に規定する「給与等の収入金

　　額」をいう。）（以下「事業収入等」という。）の減少が見込まれ，かつ次のいずれにも

　　該当する場合

　　ア　事業収入等のうちいずれかのものに見込まれる減少の額（保険金，損害賠償金その他

　　　これらに類するものにより埋められた部分の額を除く。）が前年の当該事業収入等の額

　　　の１０分の３以上であること。

　　イ　当該年の所得について，神戸市国民健康保険条例（昭和３５年１０月条例第２４号。以下 

　　　「条例」という。）第１８条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他

　　　の所得と区分して計算される所得の金額の合算額（国民健康保険法施行令（昭和３３年政

　　　令第３６２号）第２９条の７の２第２項に規定する特例対象被保険者等に係るものについて

　　　は，条例第２３条の３第１項の規定を適用しないで算定した場合の合算額とする。）が，

　　　１，０００万円以下であること。

　　ウ　減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下で

　　　あること。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，公布の日から施行する。

　（適用期間）

２　この規則の規定は，令和元年度分の保険料のうち令和２年２月１日から同年３月３１日まで

　の期間に係るもの及び令和２年度分の保険料について適用する。
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  告     示  

神戸市告示第１２３号

　神戸市市税条例（昭和２５年８月条例第１９９号。以下「条例」という。）第５７条第１項ただし

書の規定により，各区の区域ごとに作成した地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１５条第１項

に規定する土地価格等縦覧帳簿を当該区の区域内に所在する土地に対して課する固定資産税の

納税者の縦覧に供する期間及び各区の区域ごとに作成した同項に規定する家屋価格等縦覧帳簿

を当該区の区域内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する期間を次

のとおり定め，次の場所で縦覧に供するので，条例第５７条第２項の規定により告示する。

　　令和２年５月２９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間

　　令和２年６月１日から令和２年６月２２日まで（午前８時４５分から午後５時１５分まで）ただ

　し，土曜日，日曜日，休日は除く。

２　土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧の場所

　　新長田合同庁舎

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１２４号

　次の港湾施設は，令和２年６月１日限り，その供用を廃止する。

　　令和２年６月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造　

１　桟橋

―――――――――――――――――

神戸市告示第１２５号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第１項，地方公営企業法（昭和２７年法律第

２９２号）第４０条の２第１項及び神戸市「財政事情」の公表に関する条例（昭和３９年３月条例第

７３号）の定めるところにより，令和元年１０月１日から令和２年３月３１日までの期間における財

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０６８

備　考規模構　造　位　置名　称

渡橋、調節塔及び

ウィンチを含む。

長さ 　４０ﾒｰﾄﾙ

幅　 　１５ﾒｰﾄﾙ

乾弦　１．０ﾒｰﾄﾙ

鋼製箱型全

溶接構造

神戸市中央区

港島９丁目１

番地先

ポートアイランド

第２期地区浮桟橋

１号

渡橋、調節塔及び

ウィンチを含む。

長さ 　４０ﾒｰﾄﾙ

幅　 　１５ﾒｰﾄﾙ

乾弦　１．０ﾒｰﾄﾙ

鋼製箱型全

溶接構造

神戸市中央区

港島９丁目１

番地先

ポートアイランド

第２期地区浮桟橋

２号



１０６９

政事情を「財政のあらまし」により公表する。

　　令和２年６月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第１２６号

　神戸市公印規則（昭和５２年３月規則第１１１号）第８条第１項の規定により印影等を印刷する

ことができる文書の名称，使用公印の名称，様式及び書体並びに印影等の寸法の件（平成２７年

７月告示第３０７号）の一部を次のように改正する。

　　令和２年６月１日

     神戸市長　久　元　喜　造

「

        」

を

「

        　」

に改める。

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１３５号

　次の地縁による団体について，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，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。    

　　令和２年６月４日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　広野ゴルフ団地自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市西区神出町五百蔵１４２番地の４２４  

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

印影等の寸法

（ミリメートル）

使　　用　　公　　印
文　　書　　名

書　体様式名　称

方１３隷書５２区長の印介護保険受給資格証明書

印影等の寸法

（ミリメートル）

使　　用　　公　　印
文　　書　　名

書　体様式名　称

方１５隷書５２区長の印介護保険受給資格証明書



　⑶　代表者の氏名  

　　　松本　勝雄  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市西区神出町五百蔵１４２番地の２５２  

２　変更があった事項及びその内容

　⑴　代表者の氏名

　　　「山﨑　徳光」を「松本　勝雄」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市西区神出町五百蔵１４２番地の１９７」を「神戸市西区神出町五百蔵１４２番地の２５２」

　　に改める。

３　変更の年月日   

　　令和２年４月１日 

―――――――――――――――――

神戸市告示第１３６号

　次の地縁による団体について，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，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。    

　　令和２年６月４日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　城谷自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区道場町塩田１４９４番地の７  

　⑶　代表者の氏名  

　　　前田　晃  

　⑷　代表者の住所  

　　　兵庫県神戸市北区道場町塩田１４９４番地の７  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　主たる事務所の所在地

　　　「神戸市北区道場町塩田１５９８番地」を「神戸市北区道場町塩田１４９４番地の７」に改める。

　⑵　代表者の氏名

　　　「宇津　義彦」を「前田　晃」に改める。

　⑶　代表者の住所

　　　「神戸市北区道場町塩田１５９８番地」を「神戸市北区道場町塩田１４９４番地の７」に改める。

３　変更の年月日   

　　令和２年４月１２日   

　

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０７０



１０７１

―――――――――――――――――

神戸市告示第１３７号

　次の地縁による団体について，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，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。    

　　令和２年６月４日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　揚誠会自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区道場町塩田字東仲代４９４番地の３  

　⑶　代表者の氏名  

　　　谷　博之  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区道場町塩田４７８番地の１  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「大深　信明」を「谷　博之」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市北区道場町塩田２３番地の３」を「神戸市北区道場町塩田４７８番地の１」に改め

　　る。

３　変更の年月日   

　　令和２年４月１２日

―――――――――――――――――

神戸市告示第１３８号

　次の地縁による団体について，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，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。    

　　令和２年６月４日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　東白川台自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市須磨区東白川台２丁目１０番１号  

　⑶　代表者の氏名  

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号



　　　新川　初美  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市須磨区東白川台３丁目３番１号  

２　変更があった事項及びその内容

　⑴　代表者の氏名

　　　「肥塚　賢一」を「新川　初美」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市須磨区東白川台３丁目７番５号」を「神戸市須磨区東白川台３丁目３番１号」

　　に改める。

３　変更の年月日   

　　令和２年４月２６日   

―――――――――――――――――

神戸市告示第１３９号

　次の地縁による団体について，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，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。    

　　令和２年６月４日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　本多聞７丁目自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市垂水区本多聞７丁目２０番９号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　釘宮　敏洋  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市垂水区本多聞７丁目１９番２３号  

２　変更があった事項及びその内容

　⑴　代表者の氏名

　　　「兵頭　潤一」を「釘宮　敏洋」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市垂水区本多聞７丁目１２番２１号」を「神戸市垂水区本多聞７丁目１９番２３号」に改

　　める。 

３　変更の年月日   

　　令和２年４月６日   

―――――――――――――――――

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０７２



１０７３

神戸市告示第１４０号

　神戸市市税条例（昭和２５年８月条例第１９９号）第２３条の２第１項第３号の規定に基づき，個

人の市民税の控除の対象となる寄附金に係る法人又は団体を指定したので，次のとおり告示す

る。

　　令和２年６月４日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第１４７号

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により，犬の登録手数料及

び注射済票交付手数料の徴収事務を委託したので，同条第２項の規定により告示する。

　　令和２年６月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　受託者

　　神戸市中央区浜辺通４丁目１番２３号

　　公益社団法人　神戸市獣医師会

　　　　会長　中島　克元

２　委託期間

　　令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

―――――――――――――――――

神戸市告示第１４８号

　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第３条第１項の規定により

電線共同溝を整備すべき道路として令和２年６月１６日付けで次のとおり指定をしたので，同条

第４項の規定により告示する。

　　令和２年６月１６日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　     神戸市長　久　元　喜　造

指定をした道路の部分　　　　　　　

１　一般県道東灘芦屋線の区間のうち神戸市東灘区深江南町４丁目２番３号地先から同区深江

　浜町５９番２号地先までの上下線部分

２　主要市道長田楠日尾線の区間のうち神戸市灘区神前町３丁目４４４番１号地先から同区神前

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
指定年月日

（対象となる寄附金）
指定番号

特定非営利活動法人　ひょうご消費者ネット

理事長　鈴木　尉久

神戸市中央区下山手通五丁目７番１１号

兵庫県母子会館２階

令和２年５月２９日

（令和２年２月２５日から

令和７年２月２４日までに

支出された寄附金）

２０２００００３



　町２丁目３８１番３号地先までの下り線部分

３　主要市道長田楠日尾線の区間のうち神戸市灘区神前町３８１番３号地先から同区日尾町３丁

　目３番２号地先までの上下線部分

４　主要市道長田楠日尾線の区間のうち神戸市灘区日尾町３丁目３番２号地先から同区日尾町

　３丁目１番３号地先までの上り線部分

５　主要市道長田楠日尾線の区間のうち神戸市灘区王子町３丁目２番地先から同区王子町２丁

　目２番地先までの下り線部分

６　主要市道長田楠日尾線の区間のうち神戸市兵庫区荒田町１丁目３番６号地先から同区荒田

　町１丁目１番１号地先までの下り線部分

７　主要市道長田楠日尾線の区間のうち神戸市兵庫区新開地１丁目２１番２号地先から同区西上

　橘通１丁目４番３１号地先までの上り線部分

８　主要市道西出高松前池線の区間のうち神戸市長田区駒栄町１丁目１２番２号地先から同区駒

　ヶ林町６丁目１番地先までの上下線部分

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１４９号

　瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の規定による特定施設

の設置の許可の申請があったので，同条第４項の規定により，その概要を次のとおり告示する。

なお，当該特定施設の設置による環境への影響についての調査に基づく事前評価に関する事項

を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

　　令和２年６月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　申請の概要

　⑴　申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　　名　称　雪印メグミルク株式会社

　　　住　所　北海道札幌市東区苗穂町６丁目１－１

　　　代表者　代表取締役社長　西尾　啓治

　⑵　工場又は事業場の名称及び所在地

　　　名　称　雪印メグミルク株式会社　神戸工場

　　　所在地　神戸市西区伊川谷町潤和８２４－１

　⑶　特定施設に関する事項

　　ア　特定施設の種類

 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１

 第２号（ロ）　畜産食料品製造業の用に供する洗浄施設

　　イ　特定施設の概要

 別表１のとおり

　⑷　汚水等の処理に関する事項

　　　別表２のとおり

２　縦覧の期間及び場所

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０７４



１０７５

　⑴　期間　令和２年６月１６日から令和２年７月６日

　⑵　場所　神戸市環境局環境保全部環境保全指導課

別表１

別表２　汚水等の処理に関する事項

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

№５５
種　　類

２号（ロ）

１基　　数

洗浄タンク２５Ｌ×２能　　力

令和２年７月２０日

令和２年８月１９日

令和２年８月２０日

工事の着手予定年月日

完 成 予 定 年 月 日 

使用開始予定年月日 

０：００～２４：００

１回／日

季節的変動なし

使用時間間隔及び

１日当たりの使用時間

並びに季節的変動の概要

最　大通　常項　　　目

４．０～１３．０４．０～１３．０水素イオン濃度

汚

水

等

の

汚

染

状

態

及

び

量

４００２８０生物化学的酸素要求量（㎎/Ｌ）

３００２５０化学的酸素要求量（㎎/Ｌ）

２５０５０浮遊物質量（㎎/Ｌ）

６０１５ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物（㎎/Ｌ）

３０１５りん含有量（㎎/Ｌ）

４８３６窒素含有量（㎎/Ｌ）

３８．４２８．８
ｱﾝﾓﾆｱ，ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物，亜硝酸化合

物及び硝酸化合物（㎎/Ｌ）

１１汚水量（㎥/日）

排水３次処理施設施設名

鉄筋コンクリート造，ＳＳステンレスコート造構造

２，０００ｍ３／日能力

２次処理＋加圧浮上＋ろ過汚水等の処理の方式

既　設

工事の着手予定年月日

完 成 予 定 年 月 日 

使用開始予定年月日 

０：００～２４：００使用時間間隔及び



  公     告  

神戸市公告第１８４号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年５月２９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０７６

２４時間

季節的変動なし

１日当たりの使用時間

並びに季節的変動の概要

処理後処理前
項目

処
理
前
及
び
処
理
後
の
汚
水
等
の
状
態
及
び
量

最大通常最大通常

５．８ 〜 ８．６６．９ 〜 ７．５５．８ 〜 ８．６６．９ 〜 ７．５水素イオン濃度

１０８２７２０生物化学的酸素要求量（㎎/Ｌ）

１０８２７２０化学的酸素要求量（㎎/Ｌ）

１７１０３０２５浮遊物質量（㎎/Ｌ）

１０８１５１０ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（㎎/Ｌ）

８４１０６りん含有量（㎎/Ｌ）

１５８２０１０窒素含有量（㎎/Ｌ）

１５８２０１０
ｱﾝﾓﾆｱ，ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物，亜硝酸化合

物及び硝酸化合物（㎎/Ｌ）

２，０００１，７０５２，０００１，７０５排水量（㎥/日）

長坂小学校昇降機棟増築他工事工 事 名

神戸市西区伊川谷町長坂字重塚９１０－１工事場所

令和２年１２月２１日完成期限

昇降機棟及び倉庫増築工事，外壁及び屋上防水改修工事他，及びこれらに伴う

電気・機械・昇降機・ガス設備工事
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。そ の 他



１０７７

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年５月２９日（金）～６月１２日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第７条第２号の規定により免除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１８５号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年５月２９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０７８

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年６月１５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月１６日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年６月１７日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



１０７９

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

鶴甲会館とりこわし及び敷地整備工事工 事 名

神戸市灘区鶴甲５丁目工事場所

令和２年１１月３０日完成期限

ＲＣ造３階建て１棟，ＲＣ造平屋建て１棟他のとりこわし工事一式及び敷地整

備工事一式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

建築一般の総合点数が１，０３０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第７条第２号の規定により免除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０８０

令和２年５月２９日（金）～６月１２日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

令和２年６月１７日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

第１日目　令和２年６月１５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月１６日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。



１０８１

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。

―――――――――――――――――

神戸市公告第１８６号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年５月２９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

有野六甲線道路防災対策工事（７工区）工 事 名

神戸市灘区六甲山町北六甲工事場所

令和３年１月２９日完成期限

ポケット式落石防護網工　Ａ＝５４０㎡，ロープ伏工　Ａ＝９４５㎡工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行なう事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「法面処理」を登録

業種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

その他

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０８２

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年５月２９日（金）～６月１２日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年６月１５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月１６日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年６月１７日（水）午前１０時３０分日 時



１０８３

８　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第７条第２号の規定により免除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１８７号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので，同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

もに，当該届出を次のとおり縦覧に供します。

　なお，同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活

動を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年５月２９日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年５月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　グリーンガーデン北神戸ショッピングセンターＢ地区

　　神戸市北区八多町中１４７番地の１他１９筆

２　変更した事項

　⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



　　名

　　（変更前）

　　（変更後）

　⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

　　代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

３　変更の年月日

　　２⑴については，令和元年８月１日。

　　２⑵については，令和元年１２月１６日。

４　変更した理由

　　２⑴については，住所変更のため。

　　２⑵については，住所変更のため。

５　届出年月日

　　令和２年４月１４日

６　縦覧期間

　　令和２年５月２９日から令和２年９月２８日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０８４

代表者住所氏名または名称

代表取締役

松本　光博
東京都渋谷区東２丁目１６番９号北神戸２号有限会社

代表者住所氏名または名称

代表取締役

松本　光博
東京都目黒区青葉台１丁目６番５９号北神戸２号有限会社

代表者住所氏名または名称

代表取締役

中山　正明
大阪市北区堂島浜２丁目１番２９号

ロイヤルホームセンター

株式会社

代表者住所氏名または名称

代表取締役

中山　正明
大阪市西区阿波座１丁目５番１６号

ロイヤルホームセンター

株式会社



１０８５

神戸市公告第１８８号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので，同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

もに，当該届出を次のとおり縦覧に供します。

　なお，同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活

動を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年５月２９日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年５月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ロイヤルホームセンター伊川谷

　　神戸市西区前開南町１丁目１番地

２　変更した事項

　⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

　　名

　　（変更前）

　　（変更後）

　⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

　　代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

代表者住所氏名または名称

代表取締役

島　正登
大阪市北区堂島浜２丁目１番２９号株式会社デザインアーク

代表者住所氏名または名称

代表取締役

辰巳　嘉一
大阪市西区阿波座１丁目５番１６号株式会社デザインアーク

代表者住所氏名または名称

代表取締役

中山　正明
大阪市北区堂島浜２丁目１番２９号

ロイヤルホームセンター

株式会社

代表者住所氏名または名称

代表取締役

中山　正明
大阪市西区阿波座１丁目５番１６号

ロイヤルホームセンター

株式会社



３　変更の年月日

　　２⑴については，代表者の氏名については令和元年１０月１日，住所については令和元年１２

　月２３日。

　　２⑵については，令和元年１２月１６日。

４　変更する理由

　　２⑴については，代表者及び住所の変更のため。

　　２⑵については，住所の変更のため。

５　届出年月日

　　令和２年４月１４日

６　縦覧期間

　　令和２年５月２９日から令和２年９月２８日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１８９号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に

よる変更の届出があったので，法第６条第３項において準用する法第５条第３項により次のと

おり公告するとともに，当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付

書類を次のとおり縦覧に供します。

　なお，法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活動

を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団体

その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年５月２９日から４月以内に，神戸市に対

し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年５月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　マックスバリュ須磨海浜公園駅前店

　　神戸市須磨区松風町３丁目２番１号

２　変更した事項

　⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

　　名

　　（変更前）

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０８６

法人にあっては

代表者の氏名
住　　　所氏名又は名称



１０８７

　　（変更後）

　⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

　　代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

３　変更の年月日

　　２⑴については，令和元年６月１９日。

　　２⑵については，令和元年９月１０日。

４　変更する理由

　　２⑴については，代表者変更のため。

　　２⑵については，代表者変更のため。

５　届出年月日

　　令和２年４月２３日

６　縦覧期間

　　令和２年５月２９日から令和２年９月２８日まで

６　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

代表取締役

柴田　信
大阪市北区中之島２丁目２番７号

ＪＲ西日本不動産開発株

式会社

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

國廣　敏彦
大阪市北区中之島２丁目２番７号

ＪＲ西日本不動産開発株

式会社

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

平尾　健一
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

加栗　章男
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社



神戸市公告第１９０号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので，同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

もに，当該届出を次のとおり縦覧に供します。

　なお，同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活

動を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年５月２９日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年５月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　春日野道ＮＫビル

　　神戸市中央区北本町通１丁目３０１番１外

２　変更した事項

　⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

　　名

　　（変更前）

　　（変更後）

３　変更の年月日

　　令和元年６月１９日

４　変更する理由

　　代表者変更のため。

５　届出年月日

　　令和２年４月２３日

６　縦覧期間

　　令和２年５月２９日から令和２年９月２８日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０８８

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

國廣　敏彦
大阪市北区中之島２丁目２番７号

ＪＲ西日本不動産開発株

式会社

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

柴田　信
大阪市北区中之島２丁目２番７号

ＪＲ西日本不動産開発株

式会社
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　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１９１号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので，同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

もに，当該届出を次のとおり縦覧に供します。

　なお，同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活

動を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年５月２９日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年５月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ビエラ明舞

　　神戸市垂水区狩口台１丁目１番６　外

２　変更した事項

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　（変更前）

　　　　（仮称）明舞複合商業施設

　　　　神戸市垂水区狩口台１丁目１番６　外

　　（変更後）

　　　　ビエラ明舞

　　　　神戸市垂水区狩口台１丁目１番６　外

　⑵　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

　　名

　　（変更前）

　　（変更後）

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

柴田　信
兵庫県尼崎市潮江１丁目１番６０号

ＪＲ西日本不動産開発株

式会社



　⑶　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

　　代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

３　変更の年月日

　　２⑴については，平成３０年１１月８日。

　　２⑵については，代表者については令和元年６月１９日，住所については，平成３０年７月１７

　日。

　　２⑶については，平成３０年１１月８日。

４　変更する理由

　　２⑴については，店舗名称の決定のため。

　　２⑵については，代表者の変更及び本社移転のため。

　　２⑶については，未定店舗決定のため。

５　届出年月日

　　令和２年４月２３日

６　縦覧期間

　　令和２年５月２９日から令和２年９月２８日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第１９２号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので，同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０９０

代表取締役

國廣　敏彦
大阪市北区中之島２丁目２番７号

ＪＲ西日本不動産開発株

式会社

代表者住所氏名または名称

未定２者

代表者住所氏名または名称

代表取締役

佐藤　総二郎
京都府福知山市字上紺屋１５番地株式会社さとう

代表取締役

北島　常好
さいたま市北区宮原町２丁目１９番４号株式会社しまむら



１０９１

もに，当該届出を次のとおり縦覧に供します。

　なお，同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活

動を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年５月２９日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年５月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　コープ深江

　　神戸市東灘区深江北町３－９－１５

２　変更した事項

　⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

　　名

　　（変更前）

　　（変更後）

　⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

　　代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

３　変更の年月日

　　平成２９年６月１４日。

４　変更した理由

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

代表者住所氏名または名称

代表取締役

小倉　修悟
神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号

生活協同組合コープこう

べ

代表者住所氏名または名称

代表取締役

木田　克也
神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号

生活協同組合コープこう

べ

代表者住所氏名または名称

代表取締役

小倉　修悟
神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号

生活協同組合コープこう

べ

代表者住所氏名または名称

代表取締役

木田　克也
神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号

生活協同組合コープこう

べ



　　代表者変更のため。

５　届出年月日

　　令和２年４月２８日

６　縦覧期間

　　令和２年５月２９日から令和２年９月２８日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１９３号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定に

よる変更の届出があったので，法第６条第３項において準用する法第５条第３項により次のと

おり公告するとともに，当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付

書類を次のとおり縦覧に供します。

　なお，法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活動

を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団体

その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年５月２９日から４月以内に，神戸市に対

し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年５月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　コープ深江

　　神戸市東灘区深江北町３－９－１５

２　変更した事項

　　駐車場の収容台数

　　（変更前）

　　（変更前）

３　変更する年月日

　　令和２年１２月２９日

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０９２

収容台数位　置

５９台建物３階，４階

収容台数位　置

２９台建物３階



１０９３

４　変更する理由

　　駐車場の運営方法を変更するため

５　届出年月日

　　令和２年４月２８日

６　縦覧期間

　　令和２年５月２９日から令和２年９月２８日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第１９４号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので，同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

もに，当該届出を次のとおり縦覧に供します。

　なお，同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活

動を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年５月２９日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年５月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ロイヤルホームセンター東灘魚崎

　　神戸市東灘区魚崎西町２丁目３番２４号

２　変更した事項

　⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

　　名

　　（変更前）

　　（変更後）

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

代表者住所氏名または名称

代表取締役

中山　正明
大阪市北区堂島浜２丁目１番２９号

ロイヤルホームセンター

株式会社

代表者住所氏名または名称

代表取締役大阪市西区阿波座１丁目５番１６号ロイヤルホームセンター



　⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

　　代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

３　変更の年月日

　　令和元年１２月１６日

４　変更する理由

　　住所変更のため。

５　届出年月日

　　令和２年４月１４日

６　縦覧期間

　　令和２年５月２９日から令和２年９月２８日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第１９５号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に

よる変更の届出があったので，法第６条第３項において準用する法第５条第３項により次のと

おり公告するとともに，当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付

書類を次のとおり縦覧に供します。

　なお，法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活動

を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団体

その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年５月２９日から４月以内に，神戸市に対

し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年５月２９日

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０９４

代表者住所氏名または名称

代表取締役

中山　正明
大阪市北区堂島浜２丁目１番２９号

ロイヤルホームセンター

株式会社

代表者住所氏名または名称

代表取締役

中山　正明
大阪市西区阿波座１丁目５番１６号

ロイヤルホームセンター

株式会社

中山　正明株式会社



１０９５

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ブルメール舞多聞

　　神戸市垂水区舞多聞東２丁目１番４５号

２　変更した事項

　⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

　　名

　　（変更前）

　　（変更後）

３　変更の年月日

　　令和２年４月１日

４　変更する理由

　　役員の異動のため。

５　届出年月日

　　令和２年４月２８日

６　縦覧期間

　　令和２年５月２９日から令和２年９月２８日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第１９６号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定による届出があったので，

同条第３項の規定により次のとおり公告するとともに，当該届出及び同条第２項の添付書類を

次のとおり縦覧に供します。

　なお，同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

長島　巌
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式

会社

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

池谷　幹男
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式

会社



動を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年５月２９日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年５月２９日

    神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　（仮称）スーパーマルハチ上池田店

　　神戸市長田区上池田店３丁目１－２他

２　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

３　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代

　表者の氏名

４　大規模小売店舗の新設をする日

　　令和３年１月９日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　１，７１２平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって，経済産業省令で定めるもの

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １０９６

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

栗花　正雄
神戸市中央区大日通１丁目２番１８号

株式会社マルハチエステ

ート

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

栗花　正雄
神戸市灘区水道筋２丁目６番地株式会社マルハチ

収　容　台　数位　置

５４台　建物北側及び建物屋上

収　容　台　数位　置

７５台　建物北側

面　積位　置

　５６平方メートル建物Ｂ１階荷さばき施設①



１０９７

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって，経済産業省令で定めるもの

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　午前８時３０分から午後１０時まで

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　荷さばき施設①：午前６時から午後１０時まで

　　　荷さばき施設②：午前６時から午前９時まで

８　届出年月日

　　令和２年５月８日

９　縦覧期間

　　令和２年５月２９日から令和２年９月２８日まで

１０　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第１９７号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので，同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

もに，当該届出を次のとおり縦覧に供します。

　なお，同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

５６平方メートル建物北側荷さばき施設②

１１２平方メートル合　計

容　量位　置

１９．５立方メートル建物Ｂ１階

閉店時刻開店時刻

午後９時５０分午前９時

位置出入口の数

敷地北面出　口：１ヶ所

敷地北面入　口：１ヶ所

２ヶ所合　計



動を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年５月２９日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年５月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ステップガーデン藤原台

　　神戸市北区藤原台中町１丁目４番

２　変更した事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

　　代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）
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代表者住所氏名または名称

代表取締役　

土井　栄次
大阪市浪速区日本橋１－６－５上新電機株式会社

代表取締役　

横内　達治
茨城県つくば市吾妻１－１１－１株式会社ライトオン

代表取締役　

福手　由美
愛知県春日井市大泉寺町２９２－３４２株式会社犬の家

代表取締役　

山内　英靖
大阪府箕面市船場東３－５－３９やまや関西株式会社

代表取締役　

安木　義博
神戸市北区藤原台南町４－２１－３有限会社パル

代表取締役

伊藤　龍夫
岡山市南区千鳥町５－１株式会社イトウゴフク

代表取締役　

寺西　豊彦
大阪市淀川区宮原４－５－３６株式会社キリン堂　　

代表取締役　

小池　雄一郎
兵庫県西脇市上野１８５－１

株式会社ブックセンター

すばる

代表取締役　

水野　泰三
名古屋市中区丸の内２－９－４０株式会社アルペン

代表取締役　

片井　まさる
兵庫県川西市鼓が滝１－３－８有限会社緑のマーケット
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３　変更の年月日

　　令和２年４月１日

４　変更した理由

　　社名変更等のため

５　届出年月日

　　令和２年５月１１日。

６　縦覧期間

　　令和２年５月２９日から令和２年９月２８日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――
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代表者住所氏名または名称

代表取締役　

金谷　隆平
大阪市浪速区日本橋１－６－５上新電機株式会社

代表取締役　

藤原　克治
岡山市北区今村６５０番１１１株式会社テイツー

代表取締役　

福手　由美
愛知県春日井市大泉寺町２９２－３４２株式会社犬の家

代表取締役　

山内　英靖
仙台市宮城野区榴岡３丁目４番１号やまや関西株式会社

代表取締役　

安木　義博
神戸市北区藤原台南町４－２１－３有限会社パル

代表取締役

伊藤　龍夫
岡山市南区千鳥町５－１株式会社イトウゴフク

代表取締役　

寺西　豊彦
大阪市淀川区宮原４－５－３６株式会社キリン堂　　

代表取締役　

増田　宗昭
東京都渋谷区南平台町１６番１７号株式会社蔦屋書店

代表取締役　

水野　敦之
名古屋市中区丸の内２－９－４０株式会社アルペン

代表取締役　

片井　勝
兵庫県川西市鼓が滝１－３－８有限会社緑のマーケット



神戸市公告第１９８号

　一般競争入札により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及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第４条の規

定により，次のとおり公告します。

　　令和２年６月２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　件名

　　　市民の声集約活用システム設計開発及び運用保守業務一式

　⑵　履行場所

　　　落札者の事業所

　⑶　契約期間

　　　契約締結日から令和８年（２０２６年）３月３１日

　⑷　調達内容の概要

　　　市民の声集約活用システム設計開発及び運用保守業務

　　　※詳細については、「市民の声集約活用システム設計開発及び運用保守業務委託仕様 

　　　書」（以下、「仕様書」という）を参照のこと

２　入札方法

　　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０の２第１項及び第２項の規定によ

　り落札者を決定する一般競争入札（以下「総合評価一般競争入札」という。）を行います。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　入札参加資格は，以下のとおり。

　⑴　次に掲げる全ての要件を満たしていること。

　　契　入札資格申請書提出時点で，令和２・３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有する

　　　こと

　　形　本入札の公告日から入札日までの間に，神戸市指名停止基準（平成６年６月１５日市長

　　　決定）による指名停止措置を受けていないこと。

　　径　暴力団員が役員として経営に関与（実質的に関与している場合も含む）していないこ

　　　と等「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第５条」に該当しないこと

　　恵　日本国内において、国または地方自治体でのＣＲＭまたは苦情処理システムの構築運

　　　用経験があるか。もしくはこれと同等の能力を認める実績がある事業者。

　⑵　複数の事業者の共同企業体としての応札も認める。その場合，入札書類提出時までに共

　　同企業体（対象業務を共同して行うことを目的として５社以内の民間事業者により構成さ

　　れる組織をいう。以下同じ）を構成し，代表者を決め，他のものは構成員として参加する

　　ものとする。なお，代表者は，本市に対して本業務の履行に係る全ての責任を負う。共同

　　企業体の構成員は上⑴の契～径を満たし，上記１の恵はうち１社以上が満たすことを要す

　る。

　⑶　入札参加事業者から本業務の一部の再委託を受ける事業者は，本入札に参加できない。

　⑷　入札後に再委託事業者を決めた場合において，上記⑵及び⑶に反することが判明した場

　　合には，その時点で落札事業者は失格とする。
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１１０１

４　契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館１６階

　　神戸市市長室広報戦略部広聴課（電話番号　０７８－３２２－５１６９）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付及び審査の通知の方法等につい

　ては，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間，交付場所及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　令和２年６月２日（火）から令和２年６月９日（火）まで（神戸市の休日を定める条例

　　（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）午前８時４５

　　分から午後５時３０分まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　交付場所

　　　神戸市市長室広報戦略部広聴課

　　（事前に上記に電話連絡してからお越しください。）

　⑶　交付費用

　　　入札説明書等は無償にて交付する。

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　この入札に必要な「入札参加資格審査申請書」及び「資格要件に関する書類」並びに「質

　問書」については，入札説明書によります。

　⑴　提出期間

　　　令和２年６月２日（火）から令和２年６月１５日（月）まで（神戸市の休日を定める条例

　　（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）午前８時４５

　　分から午後５時３０分まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　提出場所

　　　神戸市市長室広報戦略部広聴課

　　　（持参，郵送・宅配とも事前に上記に電話連絡をしてください。）

　⑶　提出方法

　　　持参又は郵送・宅配とします。郵送・宅配の場合は書留等受取記録が残る方法にて上記

　　指定時間内に指定する提出場所に必着のこと。

８　「提案書」及び「入札書」の提出期限及び提出場所

　　この入札に必要な「提案書」及び「入札書」の内容及び提出部数等については，入札説明

　書によります。

　⑴　提出期間

　　　令和２年７月７日（火）から令和２年７月１４日（火）まで（神戸市の休日を定める条例

　　（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）午前８時４５

　　分から午後５時３０分まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　提出場所

　　　神戸市市長室広報戦略部広聴課

　　　（持参，郵送・宅配とも事前に上記に電話連絡をしてください。）
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　⑶　提出方法

　　　原則，持参とします。郵送・宅配も可としますが，その場合は書留等受取記録が残る方

　　法で，最終日の上記指定時間までに指定する提出場所に必着のこと。

９　開札の日時及び場所（予定）

　　詳細は改めて入札参加者に対して連絡します。

　⑴　日時

　　　令和２年８月１１日（火）

　⑵　場所

　　　神戸市役所１号館

１０　入札保証金

　　規則第７条第２項の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札参加者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札参加者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記載したとき。

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者決定方法

　⑴　落札者決定の方法

　　　地方自治法施行令第１６７条の１０の２の規定に基づく総合評価一般競争入札方式により，

　　落札者を決定します。

　⑵　総合評価の方法

　　　入札価格及び提案内容をもとに内容点及び価格点を算出し，その合計点で総合的に評価

　　します。

　⑶　評価項目と配点

　　　内容点及び価格点は，提案書及び入札書により算出します。また，小数点以下第１位を

　　四捨五入して算出します。

　　評価項目及び配点
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合計点評価項目・内訳区別

仕様書の実現性が高く、妥当な提案であることを評価する。

（配点内訳）

１　業務の実施方針等　　　　　　　　　　　　　　４０点

内容点
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　⑷　落札者の決定基準

　　ア　次の契・形の各要件のいずれにも該当する入札者のうち，入札説明書の定めるところ

　　　により算出された内容点と価格点の合計点がもっとも高いものを落札者とします。

　　　契　入札金額が本市の定める予定価格（上限金額）の範囲内の者

　　　形　入札金額が著しく低い額を提案した場合は，本市の調査の結果，履行に支障がない

　　　　と認められた者

　　　径　評価項目のうち「必須とする評価項目」については，落札者決定基準に示す最低限

　　　　の要求要件（「必須の要求要件」という。）を全て満たしていること。（なお，必須

　　　　とする評価項目について必須の要求要件を満たしていないもの（記載がない場合を含

　　　　む。）は失格として取扱う。）

　　イ　アによる最高得点者が複数ある場合は，そのうち価格点が最も高い者を落札者としま

　　　す。さらに価格点の最高得点者も複数ある場合は，当該入札者にくじを引かせて落札者

　　　を決定します。この場合において，当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない

　　　者があるときは，これに代えて，当該入札事務に関係のない本市の職員にくじを引かせ

　　　て落札者を決定します。

１３　その他

　⑴　入札参加に要した費用は，全て入札参加者の負担とします。

　⑵　入札参加者からの提出物は，審査結果に関わらず一切返却しません。

―――――――――――――――――

神戸市公告第２０８号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年６月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項
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４００点

２　組織の経験能力　　　　　　　　　　　　　　　４０点

３　システムの機能・構築要件　　　　　　　 　　１６０点

４　品質（非機能要件）　　　　　　　　　　　　　５０点

５　テスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０点

６　移行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０点

７　運用保守　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０点

８　研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０点

９　その他（個別提案）　　　　　　　　　　　　　５０点

２００点
入札金額評価点

運営業務にかかる経費が低いことを評価する。
価格点

６００点合計点

六甲山地域福祉センター屋根・外壁改修工事工 事 名



２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等
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神戸市灘区六甲山町西谷山１８７８－１３３工事場所

令和２年９月３０日完成期限

外壁・屋根改修工事及び屋外付帯工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

その他



１１０５

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第７条第２号の規定により免除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

令和２年６月３日（水）～６月９日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年６月１０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月１１日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年６月１２日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



―――――――――――――――――

神戸市公告第２０９号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年６月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １１０６

押部谷町公園整備工事（その４）工 事 名

神戸市西区押部谷町和田工事場所

令和２年９月３０日　完成期限

遊具施設整備工　一式，サービス施設整備工　一式，管理施設整備工　一式，

植栽工　一式　他
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

造園工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

造園一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

その他



１１０７

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第７条第２号の規定により免除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年６月３日（水）～６月９日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年６月１０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月１１日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年６月１２日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方　　法



　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。

―――――――――――――――――

神戸市公告第２１０号

　神戸市公告第１３８７号の業務名「令和２年度ＩＣＴ機器設置業務委託」について，制限付一般

競争入札により落札者を決定したので，次の通り公告します。

　　令和２年６月４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　特定役務の名称及び数量　

　　令和２年度ＩＣＴ機器設置業務委託　（設置教室数：１０６８教室）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市教育委員会事務局学校支援部学校経営支援課

　　神戸市中央区東川崎町１丁目３番３号　神戸ハーバーランドセンタービル　ハーバーセン

　　ター４階

３　落札者を決定した日

　　令和２年３月１９日

４　落札者の氏名及び住所

　　株式会社ニチワ

　　代表取締役　高城　昌彰

　　神戸市中央区磯辺通２丁目１番１３号

５　落札金額（契約金額）

　　８０，９０１，０００円（税抜）

６　落札者を決定した手続

　　制限付一般競争入札

７　入札の公告を行った日

　　令和２年２月２１日　

―――――――――――――――――

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １１０８

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



１１０９

神戸市公告第２１７号

　次の開発区域（工区）の全部について開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法

（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により公告します。

　　令和２年６月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市北区有野町有野字中山２１１５番，２１１５番１，２１１６番の一部，２１１７番の一部，

　　２１１８番１の一部，２１１６番地先里道

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市北区有野町有野２１１６番地

　　　谷　昇一

３　許可番号

　　令和元年１０月１７日　第６９８７号

―――――――――――――――――

神戸市公告第２１８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）第４条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第２７条の１２の規定により，次のとおり公告しま

す。

　　令和２年６月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　福祉情報システム教育・保育給付等サブシステムの保守業務一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市こども家庭局幼保振興課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月１日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社野村総合研究所

　　　　代表取締役社長　此本　臣吾

　　東京都千代田区大手町１丁目９番２号

５　随意契約に係る契約金額

　　３６，６９１，６００円

６　契約の相手方を決定した手続

　　次項に規定する理由により，第４項に規定するもの以外に契約の相手方となるべき者がい

　ないため，同項の規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号



　　特殊な技術に係る特定役務の調達をする場合において，当該調達の相手方が特定されてい

　るため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第２１９号

　当該開発区域（工区）の全部について当該開発行為に関する工事が完了したので，都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告します。

　　令和２年６月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市西区岩岡町岩岡字西場９４４番１の一部，９４４番１３の一部，９３９番２の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市西区岩岡町岩岡８４２－１

　　赤坂里づくり協議会　会長　加古　雅規

　　神戸市北区有野中町２丁目１２－１３

　　兵庫六甲農業協同組合　代表理事　木下　祝一

３　許可番号

　　令和元年１１月１１日　第６９９３号

―――――――――――――――――

神戸市公告第２２０号

　当該開発区域（工区）の全部について当該開発行為に関する工事が完了したので，都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告します。

　　令和２年６月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市西区南別府４丁目１９８番１の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市垂水区塩屋町５－１５－８　ブルーハイツ塩屋１０３

　　中西　亮太

　　中西　美香

３　許可番号

　　令和２年２月２５日　第７０１６号

 

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １１１０



１１１１

  水  道  局  

　水道局職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規程等の一部を改正する規程をここに公布す

る。

　　令和２年６月１日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

神戸市水道管理規程第５号

　　　水道局職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規程等の一部を改正する規程

　（水道局職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規程の一部改正）

第１条　水道局職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規程（昭和３３年３月水道管理規程第１２

　号）の一部を次のように改正する。

　　第２条の５第１項第４号を次のように改める。

　　⑷　天災その他危機管理上やむを得ない状況が生じた場合において，管理者が必要である

　　　と認める職員

　　第８条を次のように改める。

　　（年次有給休暇）

　第８条　年次有給休暇は，１年度ごとにおける休暇とし，その日数は，１年度につき２０日と

　　する。

　２　前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する職員の年次有給休暇の日数は，

　　それぞれ当該各号に定めるところによる。

　　⑴　前年度中に欠勤した者　１８日

　　⑵　４月以降の新規採用者及び復職者（休職発令の年度における復職者を除く。）につい

　　　ては，採用又は復職の月により，次のとおりとする。

　３　前項第１号の規定にかかわらず，前年度中の欠勤日数が６０日以内の者に対しては，１年

　　度を通じて２０日の年次有給休暇を与える。

　４　第２項第２号の規定にかかわらず，４月１日に採用される者又は復職をする者に対して

　　は，１年度を通じて２０日の年次有給休暇を与える。

　５　短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は，前４項の規定にかかわらず，次の各号に掲げ

　　る職員の区分に応じ，当該各号に定める日数とする。ただし，その日数が労基法第３９条の

　　規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には，同条の規定により付与す

　　べきものとされている日数とする。

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

日数採用又は復職

の月

日数採用又は復職

の月

日数採用又は復職

の月

７日１２月１３日８月１８日４月

５日１月１１日９月１７日５月

３日２月１０日１０月１６日６月

１日　　３月８日１１月１５日７月



　　⑴　次号以外の職員　第１項の規定による年次有給休暇の日数に短時間勤務職員の１週間

　　　の勤務日の日数を５で除して得た数を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは，

　　　これを四捨五入して得た日数）

　　⑵　育児短時間勤務職員のうち第２条第１項により管理者が定める勤務時間が１９時間３０分

　　　である職員　１年度につき１１日

　６　前５項の規定にかかわらず，短時間勤務職員のうち第２項各号のいずれかに該当する職

　　員の年次有給休暇の日数は，次の各号に掲げる職員の区分に応じ，当該各号に定める日数

　　とする。

　　⑴　次号以外の職員　第２項の規定による年次有給休暇の日数に短時間勤務職員の１週間

　　　の勤務日の日数を５で除して得た数を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは，

　　　これを四捨五入して得た日数）

　　⑵　育児短時間勤務職員のうち第２条第１項により管理者が定める勤務時間が１９時間３０分

　　　である職員　第２項の規定による年次有給休暇の日数に１９時間３０分を３８時間４５分で除し

　　　て得た数を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは，これを四捨五入して得た日

　　　数）

　７　職員の分限及び懲戒に関する条例（昭和２７年２月条例第８号）第２条第２号の規定によ

　　り休職し，又は水道局職員の職務に専念する義務の特例に関する規程（昭和３４年３月神戸

　　市水道管理規程第１６号）第２条第１０号の規定により職務に専念する義務を免除されて国又

　　は地方公共団体その他の団体（以下「団体等」という。）に勤務を命ぜられていた職員の

　　年次有給休暇の日数については，当該団体等に勤務を命ぜられていた間も本市に勤務して

　　いたものとみなして，本条第１項から前項までの規定により定められる日数とする。この

　　場合において，当該職員が当該団体等から与えられた年次有給休暇及び当該職員の当該団

　　体等に対する欠勤は，当該職員が本市から与えられた年次有給休暇及び当該職員の本市に

　　対する欠勤とみなす。

　８　前７項の規定による年次有給休暇の全日数をその年度に与えなかつた職員については，

　　その休暇残日数は翌年度中に限りこれを与えるものとする。

　９　年次有給休暇は，職員の願い出により，その請求する時季に与えるものとする。ただし，

　　請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営に支障がある場合におい

　　ては，他の時季にこれを与えることができる。

　１０　第１項から第７項までの規定による年次有給休暇が１０日以上与えられた職員に対しては，

　　前項の規定にかかわらず，付与日から１年以内に，当該職員の有する年次有給休暇日数の

　　うち５日について，管理者は，当該職員の意見を聴取し，その意見を尊重した上で，あら

　　かじめ時季を指定して取得させる。ただし，職員が前項の規定による年次有給休暇を取得

　　した場合においては，当該取得した日数分を５日から控除するものとする。

　１１　第１項から第６項及び第８項に規定する年度は，４月１日に始まり，翌年３月３１日に終

　　わるものとする。

　　第１６条の２第１項第１号中「６月１６日」を「６月１日」に改め，同項第２号中「６月１７ 

　日」を「６月２日」に改め，同条に次の１項を加える。

　３　業務上の都合等により，夏季休暇を９月３０日までに与えることができない職員について

　　は，管理者の承認を得て，１０月３１日までその期間を延長することができる。

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １１１２



１１１３

　（水道局会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関する規程の一部改正）

第２条　水道局会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関する規程（令和２年３月水道管理規

　程第２５号）の一部を次のように改正する。

　　第１９条中「６月１６日」を「６月１日」に改め，同条に次の１項を加える。

　２　業務上の都合等により，夏季休暇を９月３０日までに与えることができない会計年度任用

　　職員については，管理者の承認を得て，１０月３１日までその期間を延長することができる。

　　別表第４中「６月１６日」を「６月１日」に，「６月１７日」を「６月２日」に改める。

　　　附　則

　この管理規程は，公布の日から施行し，第１条の規定による改正後の水道局職員の勤務時間，

休日及び休暇に関する規程の規定及び第２条の規定による改正後の水道局会計年度任用職員の

勤務時間，休暇等に関する規程の規定は，令和２年５月１日から適用する。ただし，第１条の

規定中水道局職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規程第２条の５の改正規定は，令和２年

４月１４日から適用する。

―――――――――――――――――

神戸市水道告示第３号

　神戸市指定給水装置工事事業者規程（平成１０年３月水道管理規程第１０号）第５条の規定によ

り次のとおり神戸市指定給水装置工事事業者を指定したので，同規程第１０条の規定により告示

する。

　　令和２年６月１６日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

―――――――――――――――――

神戸市水道告示第４号

　神戸市指定給水装置工事事業者規程（平成１０年３月水道管理規程第１０号）第７条の規定によ

り次のとおり神戸市指定給水装置工事事業者の事業の廃止の届出があったので，同規程第１０条

の規定により告示する。

　　令和２年６月１６日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

指定年月日
事　　　業　　　所事　　　業　　　者

所　在　地名　　称代表者所　在　地氏名又は名称

令和２年

５月３１日
神戸市垂水区下畑町２２２番地の６７

株式会社田辺土

木

代表取締役　

田邉　重次　
神戸市垂水区下畑町２２２番地の６７

株式会社田辺土

木

令和２年

５月３１日
神戸市西区福吉台２－２５－１７

株式会社ツボサ

カ

代表取締役　

壷阪　力
神戸市西区福吉台２－２５－１７

株式会社ツボサ

カ

令和２年

５月３１日

大阪市平野区長吉出戸６丁目１５番

１７号

株式会社オール

クイック

代表取締役　

林　勲

大阪市平野区長吉出戸６丁目１５番

１７号

株式会社オール

クイック

令和２年

５月３１日
大阪市港区磯路３丁目２４番１１号

株式会社グロー

ウィンオール

代表取締役　

宮崎　泰任
大阪市港区磯路３丁目２４番１１号

株式会社グロー

ウィンオール



―――――――――――――――――

神戸市水道公告第２８号

　制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年５月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

形態が特定建設工事共同企業体である場合

形態が単独企業である場合

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １１１４

廃止年月日
事　　　業　　　所事　　　業　　　者

所　在　地名　　称代表者所　在　地氏名又は名称

令和元年

１０月３１日
神戸市灘区天城通７－４－１４

竹内工業株式会

社

代表取締役　

竹内　勤
神戸市灘区天城通７－４－１４

竹内工業株式会

社

令和元年

１１月６日
神戸市西区玉津町高津橋７５８

第一大蔵建設株

式会社

代表取締役　

太田　悦子
神戸市西区玉津町高津橋７５８

第一大蔵建設株

式会社

令和元年

１２月１１日
大阪府高槻市松川町２０－３－５０２

有限会社フジ設

備
藤原　大輔　高槻市松川町２０－３－５０２

有限会社フジ設

備

令和２年

５月３１日
大阪市港区夕凪２－８－４

グローウィンオ

ール
宮崎　泰任大阪市港区夕凪２－８－４

グローウィンオ

ール

上ヶ原浄水場（工水）再整備工事工 事 名

西宮市　仁川百合野町　（神戸市上ヶ原浄水場敷地内）工事場所

令和３年３月３１日　ただし予算繰越の上は令和３年８月３１日完成期限

着水井・混和池築造工　１式，配管布設工　１式，場内整備工　１式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

特定建設工事共同企業体形態

２社又は３社構成員の数

共同企業体の各構成員（代表者を含む）に関する条件

土木工事業に係る特定建設業の許可建設業の許可

経営事項審査の結果において，土木一式工事の総合評定値が９００点

以上

経営事項審査の

結果の点数

土木Ａ等級　　　

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可



１１１５

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

経営事項審査の結果において，土木一式工事の総合評定値が９００点以上
経営事項審査の

結果の点数

土木Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級　　　　　

　平成１７年度以降に完了した実績で、公称能力１０，０００㎥ ／日以上の浄

水能力を有する浄水場の建設実績（ただし、建設実績の範囲には着水井

又は混和池が含まれていること。）を有すること。

　なお，共同企業体の構成員として施工したものは，出資比率が２０％以

上の場合に限り実績に含める。

施行実績

⑴　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑴⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号）第１２条第２号の規定により免

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵　入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。　

―――――――――――――――――

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １１１６

　令和２年５月２９日（金）～６月１１日（木）　

　紙書類の提出は，土曜，日曜を除く午前９時～正午，午後１時～午後５時

　（郵送の場合は書留郵便のみ受付可。受付最終日の午後５時までに契約監理

課必着）

受付期間

契約監理課提出場所

　第１日目　令和２年７月１日（水）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年７月２日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

　令和２年７月３日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無
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神戸市水道公告第３２号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年６月３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

中央（東雲通他）配水管取替工事工 事 名

神戸市中央区東雲通１丁目他工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和３年１０月２９日まで

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限

管敷設延長：φ７５（給水）－７．１ｍ，φ７５－５３．２ｍ，φ１００（給水）－１．３ｍ，

　　　　　　φ１００－１０３．９ｍ，φ１５０－７１４．１ｍ，φ２００－１．６ｍ，φ３００－９２．０ｍ

管撤去延長：φ７５（給水）－７．１ｍ，φ７５－２５．０ｍ，φ１００（給水）－１．３ｍ，

　　　　　　φ１００－１０３．７ｍ，φ１５０－４９１．２ｍ，φ２００－２２４．９ｍ，

　　　　　　φ３００－９２．４ｍ

工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし、下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は、特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

　水道管開削工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成２１年

度以降に完成させた施工実績があること。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

　ただし，等級が土木Ａ又はＢであり，令和２・３年度神戸市競争入札

施行実績



３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １１１８

参加資格の土木一般の総合点数が１，０８０点以上のものは施工実績の提出

は不要とする。

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年６月３日（水）～６月１６日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

　第１日目　令和２年６月１７日（水）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年６月１８日（木）午前９時～午後３時
日 時



１１１９

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

　　神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号）第１２条第２号の規定により免

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第３３号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年６月３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

１　入札に付する事項

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年６月１９日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方　　法

北（緑町６丁目他）配水管取替工事工 事 名

神戸市北区緑町６丁目他工事場所

令和３年３月３１日完成期限

管布設延長：φ５０ＰＥ－１１４．６ｍ，φ７５ＰＥ－２．１ｍ，φ７５－２．８ｍ，工事概要



２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２階

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １１２０

　　　　　　φ１００－２９２．６ｍ，φ１５０－８．３ｍ，φ２００－１．４ｍ，φ２５０－１．０ｍ，

　　　　　　φ３００－５３８．５ｍ

管撤去延長：φ７５－５．０ｍ，φ１００－１７．１ｍ，φ１５０－２６５．３ｍ，φ２００－１６９．７ｍ，

　　　　　　φ２５０－１８２．６ｍ，φ３００－０．７ｍ

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし、下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は、特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他



１１２１

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布及び審査の通知の方法並びに当

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

　　神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号）第１２条第２号の規定により免

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

令和２年６月３日（水）～６月１６日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

　第１日目　令和２年６月１７日（水）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年６月１８日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年６月１９日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無



　⑵ 入札説明書の内容は，兵庫県電子入札共同運営システムホームページ内の神戸市ホーム

　　ページ（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）により見ることができます。

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第３６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）第４条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第２１条の

１４の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年６月１６日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　落札に係る物品の名称

　　管路情報システム整備業務及び給水設計台帳システム保守業務

　　データ更新業務　一式

　　システム運用支援及びシステム構築業務　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

　　神戸市水道局配水課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月６日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　コンピューターシステム株式会社　代表取締役　大塚　忠

　　松山市一番町３丁目２番地１１

５　落札金額

　　４１，８００，０００円

６　契約の相手方を決定した手続

　　事項の理由により、第４項に規定する者以外に契約の相手方となるべきものがいないため、

　同項に規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由　

　　当該システムは、委託予定業者が事業撤退することに伴い、事業移管をうけた同業者が技

　術及び資料の継承し、本業務に必要となる高度な専門的知識を有する唯一の業者であるため。

 

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １１２２



１１２３

  交  通  局  

神戸市交通管理規程第４号

　神戸市高速鉄道乗車料条例施行規程等の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和２年５月２９日

神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

　　　神戸市高速鉄道乗車料条例施行規程等の一部を改正する規程

　（高速鉄道乗車料条例施行規程の一部改正）

第１条　神戸市高速鉄道乗車料条例施行規程（昭和５２年３月交規程第５１号）の一部を次のよう

　に改正する。

　　第２条第１項中「本市高速鉄道西神・山手線及び海岸線（以下それぞれ「西神・山手線」，

　「海岸線」という。）」を「本市高速鉄道西神・山手線，海岸線及び北神線（以下それぞれ

　「西神・山手線」，「海岸線」及び「北神線」という。）」に改め，同項中「及び区数」を

　「並びに区数及び区」に改め，同条第２項「求める。」の次に「ただし，北神線を含む経路

　については料金計算キロ程を通算しない。」を加え，同条第４項中「かかわらず，」の次に

　「北神線を除く」を加える。

　　第３条第１項第１号表中

　　「

       　　」

　　「

       　　」

　改め，同項第２号表中

　　「

       　　」

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

　を１２０２４０４８０９４０２４０４７０９区

　に

１２０２４０４８０９４０２４０４７０９区

７０１４０２８０５６０１４０２８０北神区

７０１４０２８０５６０１４０２８０北神区＋１区

７０１５０３００６２０１５０３１０北神区＋２区

８０１７０３４０７００１７０３５０北神区＋３区

９０１９０３８０７６０１９０３８０北神区＋４区

１００２１０４２０８４０２１０４２０北神区＋５区

１１０２２０４４０９００２２０４５０北神区＋６区

１２０２４０４８０９６０２４０４８０北神区＋７区

１２０２５０５００１，０２０２５０５１０北神区＋８区

　を２，３５０２，３５０１，２００２，４００２，４００４，７００９区



　　「

       　　」

　改め，同項第３号ア（ア）表中

　　「

       　」

　　「

       　」

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １１２４

　に

２，３５０２，３５０１，２００２，４００２，４００４，７００９区

１，４００１，４００７００１，４００１，４００２，８００北神区

１，４００１，４００７００１，４００１，４００２，８００北神区＋１区

１，５５０１，５５０７００１，５００１，５００３，１００北神区＋２区

１，７５０１，７５０８００１，７００１，７００３，５００北神区＋３区

１，９００１，９００９００１，９００１，９００３，８００北神区＋４区

２，１００２，１００１，０００２，１００２，１００４，２００北神区＋５区

２，２５０２，２５０１，１００２，２００２，２００４，５００北神区＋６区

２，４００２，４００１，２００２，４００２，４００４，８００北神区＋７区

２，５５０２，５５０１，２００２，５００２，５００５，１００北神区＋８区

　を

８９，３７０４７，１７０１６，５５０全線

５９，５７０３１，４４０１１，０３０板宿ゾー

ン
６８，７５０３６，２９０１２，７３０妙法寺

７５，６００３９，９００１４，０００総合運動公園

８２，５２０４３，５５０１５，２８０伊川谷

　に

５７，３５０３０，２７０１０，６２０北神区

５７，３５０３０，２７０１０，６２０北神区＋１区

６６，１５０３４，９２０１２，２５０北神区＋２区

７２，８００３８，４２０１３，４８０北神区＋３区

７９，３８０４１，９００１４，７００北神区＋４区

８８，２４０４６，５７０１６，３４０北神区＋５区

９４，８３０５０，０５０１７，５６０北神区＋６区

１０１，４７０５３，５６０１８，７９０北神区＋７区

１０８，１１０５７，０６０２０，０２０北神区＋８区

５９，５７０３１，４４０１１，０３０板宿ゾー

ン ６８，７５０３６，２９０１２，７３０妙法寺



１１２５

       　」

　改め，同号ア（イ）表中

　　「

   　    　　」

　　「

       　　」

　改め，同号ア（ウ）及び（エ）表中

　　「

       　　」

　　「

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

７５，６００３９，９００１４，０００総合運動公園

８２，５２０４３，５５０１５，２８０伊川谷

８９，３７０４７，１７０１６，５５０西神中央

　を２６，２２０３９，１４０３５，０７０５８，０５０３０，６４０１０，７５０９区

　に

２６，２２０３９，１４０３５，０７０５８，０５０３０，６４０１０，７５０９区

１５，１４０２２，６２０２０，２６０３３，５４０１７，７００６，２１０北神区

１５，１４０２２，６２０２０，２６０３３，５４０１７，７００６，２１０北神区＋１区

１７，４８０２６，０９０２３，３７０３８，７２０２０，４４０７，１７０北神区＋２区

１９，２２０２８，７００２５，７２０４２，６１０２２，４９０７，８９０北神区＋３区

２０，９７０３１，３２０２８，０６０４６，４４０２４，５１０８，６００北神区＋４区

２３，３００３４，７９０３１，１６０５１，５７０２７，２２０９，５５０北神区＋５区

２５，０５０３７，４１０３３，５１０５５，４１０２９，２５０１０，２６０北神区＋６区

２６，７９０４０，０２０３５，８４０５９，４００３１，３５０１１，０００北神区＋７区

２８，５４０４２，６２０３８，１９０６３，２４０３３，３８０１１，７１０北神区＋８区

　を２４，９１０３７，１９０３３，３２０５５，１５０２９，１１０１０，２２０９区

　に

２４，９１０３７，１９０３３，３２０５５，１５０２９，１１０１０，２２０９区

１４，３９０２１，４９０１９，２５０３１，８７０１６，８２０５，９００北神区

１４，３９０２１，４９０１９，２５０３１，８７０１６，８２０５，９００北神区＋１区

１６，６１０２４，７９０２２，２１０３６，７９０１９，４２０６，８２０北神区＋２区

１８，２６０２７，２７０２４，４４０４０，４８０２１，３７０７，５００北神区＋３区

１９，９３０２９，７６０２６，６６０４４，１２０２３，２９０８，１７０北神区＋４区

２２，１４０３３，０６０２９，６１０４９，０００２５，８６０９，０８０北神区＋５区

２３，８００３５，５４０３１，８４０５２，６４０２７，７９０９，７５０北神区＋６区



       　　」

　改め，同号ア（オ）表中

　　「

       　　」

　　「

       　　」

　改め，同号ア（カ）表中

　　「

        」

　　「

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １１２６

２５，４６０３８，０２０３４，０５０５６，４３０２９，７９０１０，４５０北神区＋７区

２７，１２０４０，４９０３６，２９０６０，０８０３１，７２０１１，１３０北神区＋８区

　を１３，１１０１９，５７０１７，５４０２９，０３０１５，３２０５，３８０９区

　に

１３，１１０１９，５７０１７，５４０２９，０３０１５，３２０５，３８０９区

７，５７０１１，３１０１０，１３０１６，７７０８，８５０３，１１０北神区

７，５７０１１，３１０１０，１３０１６，７７０８，８５０３，１１０北神区＋１区

８，７４０１３，０５０１１，６９０１９，３６０１０，２２０３，５９０北神区＋２区

９，６１０１４，３５０１２，８６０２１，３１０１１，２５０３，９５０北神区＋３区

１０，４９０１５，６６０１４，０３０２３，２２０１２，２６０４，３００北神区＋４区

１１，６５０１７，４００１５，５８０２５，７９０１３，６１０４，７８０北神区＋５区

１２，５３０１８，７１０１６，７６０２７，７１０１４，６３０５，１３０北神区＋６区

１３，４００２０，０１０１７，９２０２９，７００１５，６８０５，５００北神区＋７区

１４，２７０２１，３１０１９，１００３１，６２０１６，６９０５，８６０北神区＋８区

　を

４４，６９０２３，５９０８，２８０全線

２９，７９０１５，７２０５，５２０板宿ゾー

ン
３４，３８０１８，１５０６，３７０妙法寺

３７，８００１９，９５０７，０００総合運動公園

４１，２６０２１，７８０７，６４０伊川谷

　に

２８，６８０１５，１４０５，３１０北神区

２８，６８０１５，１４０５，３１０北神区＋１区

３３，０８０１７，４６０６，１３０北神区＋２区

３６，４００１９，２１０６，７４０北神区＋３区

３９，６９０２０，９５０７，３５０北神区＋４区



１１２７

       　」

　改め，同号ア（キ）表中

　　「

       　　」

　　「

       　　」

　改め，同号ア（ク）及び（ケ）表中

　　「

       　　」

　　「

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

４４，１２０２３，２９０８，１７０北神区＋５区

４７，４２０２５，０３０８，７８０北神区＋６区

５０，７４０２６，７８０９，４００北神区＋７区

５４，０６０２８，５３０１０，０１０北神区＋８区

２９，７９０１５，７２０５，５２０板宿ゾー

ン ３４，３８０１８，１５０６，３７０妙法寺

３７，８００１９，９５０７，０００総合運動公園

４１，２６０２１，７８０７，６４０伊川谷

４４，６９０２３，５９０８，２８０西神中央

　を１３，１１０１９，５７０１７，５４０２９，０３０１５，３２０５，３８０９区

　に

１３，１１０１９，５７０１７，５４０２９，０３０１５，３２０５，３８０９区

７，５７０１１，３１０１０，１３０１６，７７０８，８５０３，１１０北神区

７，５７０１１，３１０１０，１３０１６，７７０８，８５０３，１１０北神区＋１区

８，７４０１３，０５０１１，６９０１９，３６０１０，２２０３，５９０北神区＋２区

９，６１０１４，３５０１２，８６０２１，３１０１１，２５０３，９５０北神区＋３区

１０，４９０１５，６６０１４，０３０２３，２２０１２，２６０４，３００北神区＋４区

１１，６５０１７，４００１５，５８０２５，７９０１３，６１０４，７８０北神区＋５区

１２，５３０１８，７１０１６，７６０２７，７１０１４，６３０５，１３０北神区＋６区

１３，４００２０，０１０１７，９２０２９，７００１５，６８０５，５００北神区＋７区

１４，２７０２１，３１０１９，１００３１，６２０１６，６９０５，８６０北神区＋８区

　を１２，４６０１８，６００１６，６６０２７，５８０１４，５６０５，１１０９区

　に
１２，４６０１８，６００１６，６６０２７，５８０１４，５６０５，１１０９区

７，２００１０，７５０９，６３０１５，９４０８，４１０２，９５０北神区



       　　」

　改め，同号イ中「全線定期券及び」を削り，同号イ表を次のように改める。

　　第１２条表中

　　「

       　　」

　　「

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １１２８

７，２００１０，７５０９，６３０１５，９４０８，４１０２，９５０北神区＋１区

８，３１０１２，４００１１，１１０１８，４００９，７１０３，４１０北神区＋２区

９，１３０１３，６４０１２，２２０２０，２４０１０，６９０３，７５０北神区＋３区

９，９７０１４，８８０１３，３３０２２，０６０１１，６５０４，０９０北神区＋４区

１１，０７０１６，５３０１４，８１０２４，５００１２，９３０４，５４０北神区＋５区

１１，９００１７，７７０１５，９２０２６，３２０１３，９００４，８８０北神区＋６区

１２，７３０１９，０１０１７，０３０２８，２２０１４，９００５，２３０北神区＋７区

１３，５６０２０，２５０１８，１５０３０，０４０１５，８６０５，５７０北神区＋８区

北神線海岸線西神・山手線

－全線板宿から新神戸板宿ゾー

ン －全線妙法寺から新神戸妙法寺

－全線総合運動公園から新神戸総合運動公園

－全線伊川谷から新神戸伊川谷

－全線全線西神中央

　を

各駅普通券

各駅回数券

三宮駅・新長田駅・名谷駅・西神中央駅定期券発売所，神

戸駅前営業所，神戸電鉄湊川定期券発売所（神戸電鉄湊川

定期券発売所は第４条第１項ただし書に定める定期券を除

く。以下「定期券発売所」という。）

定期券

各駅，定期券発売所，駅売店等１日乗車券

　に

各駅（往復普通乗車券は谷上駅除く）普通券

各駅回数券

三宮駅・新長田駅・名谷駅・西神中央駅・谷上駅定期券発

売所，神戸駅前営業所，神戸電鉄湊川定期券発売所（神戸

電鉄湊川定期券発売所は第４条第１項ただし書に定める定

期券を除く。以下「定期券発売所」という。）

定期券



１１２９

       　　」

　改める。

　　第１４条第１項第９号を削る。

　　別表第１に次の１号を加える。

　　⑶　北神線

　　様式第９号の⑵を削る。

　（交通局ＩＣ証票乗車券取扱規程の一部改正）

第２条　神戸市交通局ＩＣ証票乗車券取扱規程（平成１８年９月交規程第３号）の一部を次のよ

　うに改正する。

　　第４条第１項中「北神急行電鉄線又は」を削る。

　　第１５条の２第１項中「からから」を「から」に改め，同条第２項第３号中「使用したと 

　き。」の次に「ただし，有効な区間を含むＩＣ証票定期券を使用しないほうが，乗車料金が

　低廉となると降車時に判定できる場合を除く。」を加える。

　　第１７条第３項中「及び高速鉄道それぞれの料金の総額に対し，乗合自動車にあっては別表

　第２に，高速鉄道」を「，高速鉄道（西神・山手線及び海岸線）及び高速鉄道（北神線）そ

　れぞれの料金の総額に対し，乗合自動車にあっては別表第２に，高速鉄道（西神・山手線及

　び海岸線）にあっては別表第３に，高速鉄道（北神線）」に改め，同項中「得た額とす 

　る。」の次に「なお，高速鉄道（西神・山手線及び海岸線）及び高速鉄道（北神線）を乗り

　継いだ場合の利用額の按分は，北神線を大人１７０円，小児８０円とし，残余の額を西神・山手

　線及び海岸線の利用額とする。」を加える。

　　別表第４第１項第１号表中「２５系統」の次に「の近郊区部分，５７系統及び８７系統の近郊区

　部分」を加え，同項第２号表中「西神・山手線及び海岸線全駅間」を「西神・山手線，海岸

　線及び北神線全駅間」に改め，同項第５号表中

　　「

     　」

　　「

     　」

　改め，同項第６号表中

　　「
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各駅（谷上駅除く），定期券発売所（谷上駅除く），駅売

店等

１日乗車券

谷上

７．５（北神）新神戸

　を
北神急行電鉄全駅新神戸

神戸電鉄全駅北神急行電鉄経由　谷上

に神戸電鉄全駅谷上

　を
本市高速鉄道（三宮（※）を除く全駅）

本市高速鉄道（湊川公園を除く全駅）



     　」

　　「

    

     　」

　改める。

　（交通局ＩＣＯＣＡ乗車券取扱規程の一部改正）

第３条　神戸市交通局ＩＣＯＣＡ乗車券取扱規程（平成２９年３月交規程第１２号）の一部を次の

　ように改正する。

　　第４条第２項中「普通券の発売場所」の次に「のうち谷上駅を除く各駅」を加える。

　（乗合自動車・高速鉄道連絡運輸及び共通乗車取扱規程の一部改正）

第４条　神戸市乗合自動車・高速鉄道連絡運輸及び共通乗車取扱規程（平成１４年６月交規程第

　６号）の一部を次のように改正する。

　　第４条第１項を削り，同条第２項を第１項とし，同項表中

　　「

   　 　　」

　　「

    　　」

　改め，同条第３項を第２項とし，同項中「前２項」を「前項」に改め，同項中「及び他鉄 

　道」を削る。

　　第５条の２第１項及び第２項第２号中「北神急行・」を削る。

　　第６条表中

　　「
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本市高速鉄道（板宿を除く全駅）

　に

本市高速鉄道（三宮（※）及び谷上を除く全駅）

本市高速鉄道（湊川公園及び谷上を除く全駅）

本市高速鉄道（板宿及び谷上を除く全駅）

　を
市バス単独路線近郊区５％

山陽バス共同運行路線１０％

　に

市バス単独路線近郊区１０％

神姫バス定期共通乗車区間

（５８系統のうち「伊川谷高校

前～伊川谷駅前」）

５％

山陽バス共同運行路線１０％

　を

各駅

他鉄道において発売する。

三宮駅・新長田駅・名谷駅・西神中央駅定期券発売所，

神戸駅前営業所，神戸電鉄湊川定期券発売所（以下「定

期券発売所」という。）



１１３１

　　

     　」

　　「

     　」

　改める。

　（交通局前払式料金カード取扱規程の一部改正）

第５条　神戸市交通局前払式料金カード取扱規程（平成９年４月交規程第２号）の一部を次の

　ように改正する。

　　第７条に次の１項を加える。

　３　スルッとＫＡＮＳＡＩ協議会の定める「スルッとＫＡＮＳＡＩ協議会規約」に基づき発

　　行されたスルッとＫＡＮＳＡＩ対応プリペイドカードは，谷上駅においてのみ，前２項の

　　規定を適用する。

　（身体障害者等の乗車証の取扱いに関する規程）

第６条　身体障害者等の乗車証の取扱いに関する規程（昭和４２年１２月交規程第２２号）の一部を

　次のように改正する。

　　第６条の２見出し中「北神・」を削り，同条第１項第２号及び第４号を削り，第３号を第

　２号とし，第１号及び第２号中「北神急行」を「神戸電鉄」に改める。

　　様式第８号第１項第２号，第４号及び第６号を削り，第３号を第２号とし，第５号を第３

　号とし，同項中「北神－」を削る。

　（乗合自動車の乗車料金等に関する条例施行規程の一部改正）

第７条　神戸市乗合自動車の乗車料金等に関する条例施行規程（昭和４０年１月交規程第２４号）

　の一部を次のように改正する。

　　第３条第１項第１号イ契中「青山台～奥畑口及び朝霧駅前～神陵台」を「１５系統のうち 

　「青山台～奥畑口」並びに５５系統及び５８系統のうち「朝霧駅前～神陵台」」に改め，同項第

　３号イ表備考第３項中「及び「朝霧駅前～伊川谷高校前」」を「並びに５５系統及び５８系統の

　うち「朝霧駅前～伊川谷高校前」を含む経路」に改め，同表備考第４項中「及び「朝霧駅前

　～伊川谷高校前」」を「並びに５５系統及び５８系統のうち「朝霧駅前～伊川谷高校前」を含む

　経路」に改め，同表備考第６項中「「伊川谷高校前～伊川谷駅」」を「５８系統のうち「伊川

　谷高校前～伊川谷駅」」に改め，同表備考に次の１項を加える。

　７　２５系統のうち「森林植物園前～ビーナスブリッジ」，５７系統及び８７系統のうち「病院前

　　～ひよどり台５丁目」にあつては，定期券の発売を行わない。
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各駅，定期券発売所，駅売店等，神戸駅前案内所

　に

各駅（往復普通乗車券は谷上駅除く）

他鉄道において発売する。

三宮駅・新長田駅・名谷駅・西神中央駅・谷上駅定期券

発売所，神戸駅前営業所，神戸電鉄湊川定期券発売所

（以下「定期券発売所」という。）

各駅（谷上駅除く），定期券発売所（谷上駅除く），駅

売店等，神戸駅前案内所



　　第３条第１項第３号に次のように加える。

　　エ　普通区と６２Ａ系統又は６２Ｂ系統及び神戸市高速鉄道（以下「高速鉄道という。」）の

　　　乗り継ぎ

　　　契　近郊区の普通料金が近郊区の２１０円区間の普通料金の金額未満の場合，普通区及び

　　　　近郊区の２１０円区間の定期料金の合計金額から普通区の定期料金を減額したものと高

　　　　速鉄道の定期料金を合計したものに，神戸市乗合自動車・高速鉄道連絡運輸及び共通

　　　　乗車取扱規程（平成１４年交規程第６号）（以下，「連絡運輸規程」という。）第４条

　　　　による料金の割引をして得た額とする。

　　　形　近郊区の普通料金が近郊区の２１０円区間の普通料金の金額以上の場合，普通区及び

　　　　近郊区の定期料金の合計金額から普通区の定期料金を減額したものと高速鉄道の定期

　　　　料金を合計したものに，連絡運輸規程第４条による料金の割引をして得た額とする。

　　第１０条第１項表中

　　「

       　　」

　　「

       　　」

　改める。

　　第２８条の２第１項第２号ア中「及び「朝霧駅前～伊川谷高校前」」を「並びに５５系統及び

　５８系統のうち「朝霧駅前～伊川谷高校前」を含む経路」に改める。

　（乗合自動車振替輸送取扱規程の一部改正）

第８条　神戸市乗合自動車振替輸送取扱規程（平成６年３月交規程第１５号）の一部を次のよう

　に改正する。

　　第３条第１項第２号中「，神戸電鉄株式会社及び北神急行電鉄株式会社」を「及び神戸電

　鉄株式会社」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規程は，令和２年６月１日から施行する。

　（経過措置）

２　施行日前にこの規程の第１条の規定による改正前の神戸市高速鉄道乗車料条例施行規程第

　３条第１項第３号の規定に基づき発行された全線定期券であって，この規程の施行の際にま

　だ通用期間が満了していないものについては，なお従前の例により使用することができるも

　のとする。

３　施行日前に神戸市乗合自動車・高速鉄道連絡運輸及び共通乗車取扱規程第２条の規定に基
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　を

三宮駅・新長田駅・名谷駅・西神中央駅定期券発売所，神戸駅

前営業所，神戸電鉄湊川駅定期券発売所，阪神御影駅定期券発

売所（阪神御影駅定期券発売所は普通区の定期券に限る。）

定期券

　に

三宮駅・新長田駅・名谷駅・西神中央駅・谷上駅定期券発売所，

神戸駅前営業所，神戸電鉄湊川駅定期券発売所，阪神御影駅定

期券発売所（阪神御影駅定期券発売所は普通区の定期券に限

る。）

定期券
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　づき発行された北神線を含む回数券及び定期券その他の乗車券並びに北神急行電鉄株式会社

　及び神戸電鉄株式会社その他の会社により発行された回数券及び定期券その他の乗車券であ

　って，この規程の施行の際にまだ通用期間が満了していないものについては，なお従前の例

　により使用することができるものとする。

４　施行日前に神戸市乗合自動車・高速鉄道連絡運輸及び共通乗車取扱規程第２条第１項第３

　号エの規定に基づき発行された北神線を含む定期券並びに北神急行電鉄株式会社及び神戸電

　鉄株式会社により発行された北神線を含む定期券であって，この規程の施行の際にまだ通用

　期間が満了していないものについては，これを管理者が別に定める期間内に定期券発売所に

　提出して，既納の料金額を通用期間の日数で除した額（１円未満の端数があるときは，これ

　を切り上げて得た額）からこの規程の第１条の規定による改正後の神戸市高速鉄道乗車料条

　例施行規程第３条第１項第３号又は神戸市乗合自動車・高速鉄道連絡運輸及び共通乗車取扱

　規程第２条第１項第３号エの規定に基づく料金を通用期間の日数で除した額（１円未満の端

　数があるときは，これを切り上げて得た額）を差し引いた額に，通用期間中に払戻しの申し

　出があった場合は施行日から払戻しの申し出のあった日まで，通用期間満了後に払戻しの申

　し出があった場合は施行日から通用期間の満了日までの日数を乗じた額の払戻しを受けるこ

　とができるものとする。

５　施行日前に神戸市乗合自動車・高速鉄道連絡運輸及び共通乗車取扱規程第４条第２項表の

　規定に基づき，近郊区の市バス単独路線として割引率５％を控除して発行された定期券であ

　って，この規程の施行の際にまだ通用期間が満了していないものについては，これを管理者

　が別に定める期間内に定期券発売所に提出して，既納の料金額を通用期間の日数で除した額

　（１円未満の端数があるときは，これを切り上げて得た額）からこの規程の第４条の規定に

　よる改正後の神戸市乗合自動車・高速鉄道連絡運輸及び共通乗車取扱規程第４条第１項表の

　規定に基づく料金を通用期間の日数で除した額（１円未満の端数があるときは，これを切り

　上げて得た額）を差し引いた額に，通用期間中に払戻しの申し出があった場合は施行日から

　払戻しの申し出のあった日まで，通用期間満了後に払戻しの申し出があった場合は施行日か

　ら通用期間の満了日までの日数を乗じた額の払戻しを受けることができるものとする。

―――――――――――――――――

　神戸市交通局分課規程等の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和２年５月２９日

神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

神戸市交通管理規程第５号

　　　神戸市交通局分課規程等の一部を改正する規程

　（神戸市交通局分課規程の一部を改正）

第１条　神戸市交通局分課規程（昭和２７年１０月交規程第１号）の一部を次のように改正する。

　　第９条の４を次のように改める。

　　（地下鉄車両課の分掌事務）

　第９条の４　地下鉄車両課においては，次の事務を分掌する。

　　　地下鉄車両課
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 車両係

　　⑴　課に属する庶務に関すること。

　　⑵　高速鉄道（西神・山手線及び北神線に限る。）の車両の調査，計画及び設計に関する

　　　こと。

　　⑶　高速鉄道（西神・山手線及び北神線に限る。）の車両保守に係る総合計画に関するこ

　　　と。

　　⑷　高速鉄道（西神・山手線及び北神線に限る。）の車両検修施設の工事に関すること。

　　⑸　高速鉄道（西神・山手線及び北神線に限る。）の車庫構内施設の保安管理に関するこ

　　　と。

　　⑹　高速鉄道（北神線に限る。）の車両の保守管理に関すること。

　　⑺　高速鉄道（北神線に限る。）の車庫構内運転に関すること。

　　⑻　高速鉄道（北神線に限る。）の検車設備の保守管理に関すること。

　　⑼　高速鉄道車両の総合計画に関すること。

　　⑽　課に属する物品に関すること。

 検車係

　　⑴　高速鉄道（西神・山手線に限る。）の車両の保守管理に関すること。

　　⑵　高速鉄道（西神・山手線に限る。）の車庫構内運転に関すること。

　　⑶　高速鉄道（西神・山手線に限る。）の検車設備の保守管理に関すること。

 御崎検修係

　　⑴　高速鉄道（海岸線に限る。）の車両の調査，計画，設計及び保守管理に関すること。

　　⑵　高速鉄道（海岸線に限る。）の車両保守に係る総合計画に関すること。

　　⑶　高速鉄道（海岸線に限る。）の車庫構内運転に関すること。

　　⑷　高速鉄道（海岸線に限る。）の車両検修施設に係る総合計画及び保守管理に関するこ

　　　と。

　　⑸　高速鉄道（海岸線に限る。）の車庫構内施設の保安管理に関すること。

　（神戸市高速鉄道保守係員規程の一部を改正）

第２条　神戸市高速鉄道保守係員規程（昭和５２年１月交規程第４１号）の一部を次のように改正

　する。

　　第１４条を次のように改める。

　　（車両係員）

　第１４条　車両係員は，次に掲げるとおりとする。

　　地下鉄車両課長

　　車両係長　

　　車両係員

　　検車係長

　　検車係主任

　　検車係班長

　　検車係員

　　担当課長（海岸線車両担当）

　　御崎検修係長
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　　御崎検修係主任

　　御崎検修係班長

　　御崎検修係員

　　第１５条の次に次の２条を加える。

　第１５条の２　車両係長は，地下鉄車両課長の命を受け，これを補佐するとともに北神線の車

　　両，検車設備及びその他関連施設（以下「車両等」という。）の保守管理及び構内運転等

　　に関する業務を処理し，所属係員を指揮監督する。

　第１５条の３　車両係員は，車両係長の指揮を受け，北神線の車両等の保守管理及び構内運転

　　等に関する業務に従事する。

　　第１６条中「車両，検車設備及びその他関連施設（以下「車両等」という。）」を「車両 

　等」に改める。

　　第１８条の２中「海岸線車両等」を「海岸線の車両等」に改める。

（神戸市高速鉄道保守係員服務規程の一部を改正）

第３条　神戸市高速鉄道保守係員服務規程（昭和５２年１月交規程第４２号）の一部を次のように

　改正する。

　　第４章第１節の節名を次のように改める。

　　　　　第１節　施設課長

　　第５章第１０節を同章第１２節とし，同章第２節から同章第９節までを２節ずつ繰り下げ，同

　章第１節の次に次の２節を加える。

　　　　　第２節　車両係長

　　（服務の基本）

　第５６条の２　車両係長は，地下鉄車両課長の命を受け，これを補佐するとともに所属係員を

　　指揮監督し，北神線の車両等の保守管理及び構内運転等に関する業務を処理しなければな

　　らない。

　　（服務要領）

　第５６条の３　車両係長は，常に北神線の車両等の状況に注意し，作業若しくは工事の順序及

　　び方法を指示するとともに，事故の未然防止及び秩序の保持に努めなければならない。

　　（構内運転等）

　第５６条の４　車両係長は，所定の方法により，構内運転等を行うとともに，これに伴う構内

　　の安全確保に努めなければならない。

　　（北神線の車両等の検査等）

　第５６条の５　車両係長は，所定の方法により北神線の車両等の検査修繕等を行い，列車の運

　　転に支障をきたさないように努めなければならない。

　　（工事施行の協議）

　第５６条の６　車両係長は，他係に関係のある工事及び作業を施行しようとするときは，あら

　　かじめ関係箇所と協議のうえ当該設備等に支障を及ぼさないように努めなければならない。

　　（工事中の警戒）

　第５６条の７　車両係長は，列車運転に影響を及ぼすおそれのある線路内工事の施行中は，所

　　定の方法により警戒させなければならない。

　　（事故の処置）
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　第５６条の８　車両係長は，北神線の車両等に異常を認めたときは，直ちに関係箇所に通報し，

　　所定の手続によりこれを処置しなければならない。

　　（天災時の処置）

　第５６条の９　車両係長は，風雨その他天災事変に際し，北神線の車両等に危険のおそれがあ

　　ると認めたときは，所属係員を指揮して，適切な処置をとるとともに，上司に報告しなけ

　　ればならない。

　　　　　第３節　車両係員

　　（服務の基本）

　第５６条の１０　車両係員は，車両係長の指揮を受け，北神線の車両等の保守管理及び構内運転

　　等に関する業務に従事しなければならない。

　　（準用規定）

　第５６条の１１　車両係員の服務については，車両係長の服務に関する規定を準用する。

　　第７０条の２及び第７０条の３中「海岸線車両等」を「海岸線の車両等」に改める。

　　　附　則

　この規程は，令和２年６月１日から施行する。

―――――――――――――――――

神戸市交通管理規程第６号

　神戸市交通局公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和２年５月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

　　　神戸市交通局公印規程の一部を改正する規程

　神戸市交通局公印規程（昭和２７年１１月２９日交規程第８号）の一部を次のように改正する。

　第３条の２に次の３項を加える。

　３　局外宛に発送する文書については，公印の押印をしなければならない。ただし，次に掲

　　げる文書については，この限りでない。

　　⑴　軽易な照会，回答，通知，報告，依頼等に係る文書

　　⑵　刊行物，資料等の送付文書

　　⑶　挨拶状，礼状等の書簡文書

　　⑷　宛先を特定しない文書

　　⑸　神戸市の機関又はその内部組織に対して発する文書

　４　前項ただし書の規程により公印の押印を省略したときは，必要に応じ，当該文書に 

　　「（公印省略）」と記載するものとする。

　５　局内宛に発送する文書については，特に必要がある場合を除き，公印の押印をしないも

　　のとする。

　　　附　則

　（施行期日）

　この規程は，令和２年６月１日から施行する。
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１１３７

―――――――――――――――――

神戸市交通管理規程第７号

　神戸市交通局広告取扱規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和２年５月２９日

神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

　　　神戸市交通局広告取扱規程の一部を改正する規程

　神戸市交通局広告取扱規程（昭和３９年３月交規程第４１号）の一部を次のように改正する。

　別表第２項第１号の表を次のように改める。

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

料金

（単位　円）
掲出単位

規格

（縦×横）

単位

ミリメートル

種　　別

１００，０００西神・山手線及び北神線全車両・

２枚・２日

３６４×５１５中吊広告２Ｃ

１５０，０００西神・山手線及び北神線全車両・

２枚・３日

３６４×５１５中吊広告３Ｃ

１８０，０００西神・山手線及び北神線全車両・

２枚・４日

３６４×５１５中吊広告４Ｃ

７７０，０００西神・山手線全車両・２枚・７

日（山陽電鉄及び神戸電鉄に同

時掲出）

３６４×５１５中吊広告『ＫＯＢＥ７』

３６０，０００西神・山手線及び北神線全車両・

２枚・２箇月間に６回掲出

３６４×５１５スポット中吊広告

２５５，０００～

３４０，０００

西神・山手線，北神線及び海岸

線のうち３８編成全車両・１枚・

１箇月

３６４×５１５ドア横広告

３３，０００～４９，０００西神・山手線及び北神線のうち

５編成全車両・１枚・１箇月

３９，０００～４３，０００西神・山手線及び北神線のうち

５編成全車両・１枚・１箇月

１８０×１，０６０ドア上広告

９，４００～２４０，０００西神・山手線及び北神線のうち

２８編成全車両・１枚・１箇月

５０，０００～５５，０００海岸線全車両・１枚・１箇月

１８７，０００～

２５１，０００

西神・山手線，北神線及び海岸

線のうち３８編成全車両・１枚・

１箇月

１５９，０００西神・山手線及び北神線全車両・

１枚・１箇月

２５６×５４０棚上広告Ｓ

３８，０００海岸線全車両・１枚・１箇月
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１７７，３００西神・山手線，北神線及び海岸

線全車両・１枚・１箇月

１４３，１００西神・山手線及び北神線全車両・

１枚・６箇月以上申込　１箇月

料金

２５６×５４０棚上広告Ｓ長期

３４，２００海岸線全車両・１枚・６箇月以

上申込　１箇月料金

１５９，５００西神・山手線，北神線及び海岸

線全車両・１枚・６箇月以上申

込　１箇月料金

２９２，０００西神・山手線及び北神線全車両・

２枚・１箇月

２５６×５４０棚上広告Ｗ

７０，０００海岸線全車両・２枚・１箇月

３２５，８００西神・山手線，北神線及び海岸

線全車両・１枚・１箇月

２６２，８００西神・山手線及び北神線全車両・

２枚・６箇月以上申込　１箇月

料金

２５６×５４０棚上広告Ｗ長期

６３，０００海岸線全車両・２枚・６箇月以

上申込　１箇月料金

２９３，２００西神・山手線，北神線及び海岸

線全車両・２枚・６箇月以上申

込　１箇月料金

２００，０００西神・山手線及び北神線のうち

２８編成全車両・各１車両・１６枚・

１箇月

２５６×５４０棚上ジャック広告

５０，０００海岸線全車両・各１車両・８枚・

１箇月

２２５，０００西神・山手線，北神線及び海岸

線のうち３８編成全車両・各１車

両・２４枚・１箇月

１８０，０００西神・山手線及び北神線のうち

２８編成全車両・各１車両・１６枚・

６箇月以上申込　１箇月料金

２５６×５４０棚上ジャック広告長期

４５，０００海岸線全編成・各１車両・８枚・

６箇月以上申込　１箇月料金

２０２，５００西神・山手線，北神線及び海岸

線のうち３８編成全車両・各１車

両・２４枚　６箇月以上申込　１

箇月料金

９０３，０００西神・山手線及び北神線のうち

２８編成全車両全ドア・１ドア２

６５×１００指づめステッカー広告
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枚・３箇月

２１６，０００海岸線全車両全ドア・１ドア２

枚・３箇月

１５４，０００西神・山手線及び北神線のうち

２８編成全車両・１ドア１ペア・

１箇月

７０×３００ドアペアステッカー広告

３９，０００海岸線全車両・１ドア１ペア・

１箇月

２８，０００西神・山手線及び北神線のうち

５編成全車両・１ドア１ペア・

１箇月

１６４，０００西神・山手線，北神線及び海岸

線のうち３８編成全車両・１ドア

１ペア・１箇月

１３８，６００西神・山手線及び北神線のうち

２８編成全車両・１ドア１ペア・

６箇月以上申込　１箇月料金

７０×３００ドアペアステッカー広告

長期

３５，１００海岸線全車両・１ドア１ペア・

６箇月以上申込　１箇月料金

２５，０００西神・山手線及び北神線のうち

５編成全車両・１ドア１ペア・

６箇月以上申込　１箇月料金

１４７，６００西神・山手線，北神線及び海岸

線のうち３８編成全車両・１ドア

１ペア・６箇月以上申込　１箇

月料金

５００，０００西神・山手線全車両・１ドア１

ペア・１箇月（山陽電鉄及び神

戸電鉄に同時掲出）

７０×３００ドアペアステッカー広告

『ＫＯＢＥ７』

１７９，０００西神・山手線及び北神線全車両・

１枚・１箇月

１６５×２００窓ステッカー広告

３６，０００海岸線全車両・１枚・１箇月

１９３，２００西神・山手線，北神線及び海岸

線全車両・１枚・１箇月

１６１，０００西神・山手線及び北神線全車両・

１枚・６箇月以上申込　１箇月

料金

１６５×２００窓ステッカー広告長期

３２，４００海岸線全車両・１枚・６箇月以

上申込　１箇月料金

１７４，２００西神・山手線，北神線及び海岸

線全車両・１枚・６箇月以上申

込　１箇月料金



　別表第２項第２号の表Ｂ２駅貼りポスター『ＫＯＢＥ７』の項を次のように改める。

　別表第２項第２号の表臨時広告の項を次のように改める。

　別表第２項第２号の表ホーム柵臨時シート広告の項の次に

を加える。

　　　附　則

　この規程は，令和２年６月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市交通局高速鉄道安全管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和２年５月２９日

神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

神戸市交通管理規程第８号

　　　神戸市交通局高速鉄道安全管理規程の一部を改正する規程

　神戸市交通局高速鉄道安全管理規程（平成１８年１２月２８日交規程第７号）の一部を次のように

改正する。

　第２９条第７項を削る。

　第３１条第２項を次のように改める。

２　神戸電鉄株式会社との共同使用駅である谷上駅における業務については，「谷上駅共同使

　用に関する基本協定書」等に基づき，神戸電鉄株式会社に委託するものとする。
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１２５，０００西神・山手線及び北神線１編成

６両・３６枚・１箇月

７２８×５１５車両外側ステッカー広告

５１，６００海岸線１編成４両・２４枚・１箇

月

３７５，０００西神・山手線及び北神線のうち

２８編成全車両・１枚・６箇月

４５０×４５０大型窓ステッカー広告

１３４，０００海岸線女性専用車両・１枚・６

箇月

６７，０００西神山手線及び北神線のうち５

編成全車両・１枚・６箇月

８０，０００～

２５０，０００

西神・山手線及び北神線のうち

６０００形車両・１５秒・１箇月

２１０×３８０トレインビジョン

８０，０００～西神・山手線全駅・１８枚・７日

（山陽電鉄及び神戸電鉄に同時

掲出）

７２８×５１５Ｂ２駅貼りポスター

『ＫＯＢＥ７』

２２，５００～各駅・１週～１年２㎡ 以上臨時広告

９，６００～各駅・１週７２８×１０３０Ｂ１ポスター
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１１４５

       　　　」

　２　本市高速鉄道と他鉄道との連絡⑴普通券及び回数券を発売する場合の表を次のように改

める。

「

       　　　」

　２　本市高速鉄道と他鉄道との連絡⑵定期券を発売する場合の表を次のように改める。

「

       　　　」

　３　本市高速鉄道と他鉄道及び他乗合自動車と連絡し，定期券を発売する場合の表を次のよ

うに改める。

「

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

４８・５０・５１・５３・５４・５６・１２１・１６１・１７１系統学園都市駅

５８系統伊川谷駅

６４・６６系統三宮・花時計

前駅

１７系統駒ヶ林駅

６２Ａ系統・６２Ｂ系統・１１１系統谷上駅

他乗合自動車鉄道
接続駅鉄道

接続駅

阪急バス阪急電鉄三宮（※）本市高速鉄道

（谷上駅を除

く）

阪急電鉄及び阪急バスが定める路線及び接続駅

伊丹市交通局阪急電鉄三宮（※）

阪急電鉄及び伊丹市交通局が定める路線及び接続駅

近鉄バス阪急電鉄三宮（※）

阪急電鉄及び近鉄バスが定める路線及び接続駅

鉄　　道接続駅鉄道

神戸電鉄有馬線のうち鈴蘭台から有馬温泉，及び三

田線・フラワータウン線全線

谷上本市高速鉄道

鉄　　道接続駅鉄道

阪急電鉄全線（注）三宮（※）本市高速鉄道

（谷上駅を除

く）
阪神電鉄全線（注）三宮（※）

神戸新交通ポートアイランド線全線三宮（※）

山陽電鉄全線板宿

神戸電鉄全線（注）湊川公園

神戸電鉄全線（湊川，長田，丸山，鵯越除く）

（注）

谷上本市高速鉄道



        」

　４　他乗合自動車と本市高速鉄道とが連絡し，定期券を発売する場合の表を次のように改め

る。

「

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １１４６

尼崎市交通振興阪急電鉄三宮（※）

阪急電鉄及び尼崎市交通振興が定める路線及び接続駅

阪神バス阪急電鉄三宮（※）

阪急電鉄及び阪神バスが定める路線及び接続駅

尼崎市交通振興阪神電鉄三宮（※）

阪神電鉄及び尼崎市交通振興が定める路線及び接続駅

阪急バス阪神電鉄三宮（※）

阪神電鉄及び阪急バスが定める路線及び接続駅

阪神バス阪神電鉄三宮（※）

阪神電鉄及び阪神バスが定める路線及び接続駅

他乗合自動車
接続駅鉄道

着地（発地）主な経由地

鈴蘭台平野阪急バス大倉山本市高速鉄道

鈴蘭台平野阪急バス湊川公園

西鈴蘭台駅前ひよどり台

明石駅前太山寺小学校前神姫バス名谷

明石駅前神戸学院大学神姫バス学園都市

南別府車庫伊川谷連絡所神姫バス伊川谷

明石駅前生田

明石駅前伊川谷高校

名谷駅前太山寺小学校前

学園都市駅前太山寺小学校前

明石駅北別府５丁目，高津橋神姫バス西神南

明石駅北別府５丁目

西明石駅前王塚団地，芝崎神姫バス西神中央

明石駅前芝崎

三木田井東口

緑が丘駅高和

押部谷高和

大久保駅前田井東口



１１４７

        」

　５　本市乗合自動車と他鉄道が連絡し，定期券を発売する場合の表中「放出」を「新大阪」

に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

　この改正は，令和２年６月１日から施行する。

―――――――――――――――――

神戸市交通告示第４号

　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定に基づき，自動車事業及び高速

鉄道事業の旅客運賃等の徴収事務を含む業務を次のとおり委託したので，地方公営企業法施行

令（昭和２７年政令第４０３号）第２６条の４第１項の規定に基づき告示する。

　　令和２年５月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

緑が丘駅高和

押部谷高和

大久保駅前田井東口

明石駅前櫨谷連絡所前

寺谷福谷

神戸ワイナリー狩場台５丁目

明石駅前向井

押部谷（栄）桜が丘中町５丁目神姫バス

神姫ゾーン

バス

鈴蘭台平野阪急バスハーバーラ

ンド 西鈴蘭台駅前ひよどり台

委託期間委託業務受託者

令和２年６月１日から

令和３年３月３１日まで
谷上駅委託業務

神戸市兵庫区新開地１丁目３番２４号

神戸電鉄株式会社

代表取締役社長　寺田　信彦

令和２年６月１日から

令和３年３月３１日まで

神戸市高速鉄道海岸線駅業務

（海岸線全１０駅及び管区業務）
神戸市長田区松野通１丁目２番１号

神戸交通振興株式会社

代表取締役社長　梶川　龍彦

神戸市高速鉄道西神・山手線駅

業務（西神南、伊川谷、総合運

動公園、妙法寺、板宿、長田、

上沢、湊川公園、県庁前計９駅）



  選挙管理委員会  

神戸市選告示第１号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第５項及び第７５条第６項並びに市町村の合併の特

例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第５条第３０項の規定による選挙権を有する者の総数の

５０分の１の数，同項の規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第

７６条第４項，第８０条第４項，第８１条第２項及び第８６条第４項（地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第２項において準用する場合を含む｡）の規定によ

る選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が４０万を超え８０万以下の場合にあっては

その４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数，その総数が８０万を超える場合にあってはその８０万を超える数に８分の１を乗じて得た

数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）は，

次のとおりである。

　　令和２年６月３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市選挙管理委員会　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　葛　西　利　延

１　選挙権を有する者の総数の５０分の１の数　　　　　 ２５，２５７ 　

２　選挙権を有する者の総数の６分の１の数　　　　　２１０，４６９ 　

３　選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

　乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数

   　　　　　　　　　　　２５７，８５２ 　

４　神戸市の議会の議員の選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　東　　灘　　区 　　　　　　　　　　　 ５８，１６９ 　

　　灘　　　　　区 　　　　　　　　　　　 ３６，１５１ 　

　　中　　央　　区 　　　　　　　　　　　 ３６，５１３ 　

　　兵　　庫　　区 　　　　　　　　　　　 ３０，１０３ 　

　　北　　　　　区 　　　　　　　　　　　 ６０，３６３ 　

　　長　　田　　区 　　　　　　　　　　　 ２６，５９３ 　

　　須　　磨　　区 　　　　　　　　　　　 ４５，１２８ 　

　　垂　　水　　区 　　　　　　　　　　　 ６０，９３４ 　

　　西　　　　　区 　　　　　　　　　　　 ６６，９８６ 　

 

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １１４８



１１４９

  農 業 委 員 会  

　神戸市農業委員会事務局長等専決規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和２年６月１６日

神戸市農業委員会会長　井　上　重　信　

農委規程第１号

　　　神戸市農業委員会事務局長等専決規程の一部を改正する規程

　神戸市農業委員会事務局長等専決規程（平成１８年９月農委規程第５号）の一部を次のように

改正する。

　別表中

　「

     　　　」

　「

      」

　「  　　 　　　　　「

   　　　」 　　 　　 　　　」

　「   　　「

   」  」

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号

　を

事務職員

技術職員

担当係長

以上

特別昇給額報酬・給与給与

全職員　定額昇給

　に，

事務職員

技術職員

担当係長

以上
特別昇給

決定報酬・給料給与（会

計年度任

用職員の

給与等を

除く。）

全職員―定期昇給

全職員―支給

全職員―認定又は支給手当

全職員―決定，基準又は

支給

給料（相当

する報酬を

含む。）

会計年度

任用職員

の給与等

全職員―認定，基準又は

支給

手当（相当

する報酬・

費用弁償を

含む。）

　に，―全職員専従休職　を全職員専従休職

　に，
市内旅行命令

　を
市内

市外市外



　「   　　　「

   　」  　　」

　　　附　則

　この規程は，公布の日から施行し，この規程による改正後の神戸市農業委員会事務局長等専

決規程別表の規定は，令和２年４月１日から適用する。

  人 事 委 員 会  

　

採用試験（選考）案内

令和２年度神戸市育児休業代替任期付職員

採用予定日　　　令和２年１０月１日以降随時

第一次試験　　　令和２年８月１日（土）

受付期間　　　　郵送：令和２年６月１７日（水）～令和２年７月１６日（木）

　　　　　　　　　　　　（７月１６日（木）までの消印があるものに限り有効）

　　　インターネット：令和２年６月１７日（水）～令和２年７月１６日（木）

　　　　　　　　　　　　（７月１６日（木）正午まで）

問い合わせ先　　神戸市人事委員会事務局任用課　電話：（０７８）３２２－５８２３

採用試験案内

令和２年度神戸市会計年度任用職員（特定事務）

採用予定日　　　令和３年４月１日

第一次試験　　　令和２年８月１日（土）

受付期間　　　　郵送：令和２年６月１７日（水）～令和２年７月１６日（木）

　　　　　　　　　　　　（７月１６日（木）までの消印があるものに限り有効）

　　　インターネット：令和２年６月１７日（水）～令和２年７月１６日（木）

　　　　　　　　　　　　（７月１６日（木）正午まで）

問い合わせ先　　神戸市人事委員会事務局任用課　電話：（０７８）３２２－５８２３

 

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号 １１５０

　に改める。―全職員認定　を全職員認定



１１５１

  訂     正  

　令和２年６月２日付神戸市公報第３６６０号に掲載の神戸市公告第１５７号について，誤りがあり

ましたので次のとおり訂正します。

　（　９０５頁　上から３行目）

誤

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参加

　する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を受け

　ることができます。

　　ただし，令和２年６月５日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

正

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参加

　する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を受け

　ることができます。

　　ただし，令和２年６月１２日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

　（　９１２頁　上から３１行目）

誤

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参加

　する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を受け

　ることができます。

　　ただし，令和２年６月５日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

正

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参加

　する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を受け

　ることができます。

　　ただし，令和２年６月１２日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

令和２年６月１６日   神  戸  市  公  報   第３６６２号




