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　休館日の取り消し
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▽地縁による団体の認可についての告示事項

　の変更（鴨子ヶ原三丁目自治会）
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▽地縁による団体の認可についての告示事項

　の変更（南陽台自治会）
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▽地縁による団体の認可についての告示事項

　の変更（松が枝町自治会）

 　　　　［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（岩谷自治会）

 　　　　［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（神戸ローズタウン自治会）

 　　　　［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（桂木連合自治会）

 　　　　［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（上津台１丁目自治会）

 　　　　［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（神付自治会）

 　　　　［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（栄団地自治会）

 　　　　［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（朝日が丘自治会）

 　　　　［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（落合谷自治会）

 　　　　［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（多聞若葉台自治会）

 　　　　［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（小束山手自治会）

 　　　　［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（千寿が丘自治会）

 　　　　［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（神戸北町大原３丁目自治会）

 　　　　［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（舞多聞みついけ南倶楽部）

 　　　　［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（舞子汐見台自治会）

 　　　　［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（神明ハイツ自治会）

 　　　　［企画調整局つなぐラボ］

▽放置自転車等の撤去及び保管

 　　　　［建設局中部建設事務所］

▽神戸市災害援護資金貸付金債権回収等業務

　の委託  ［福祉局くらし支援課］

▽障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

　支援するための法律による指定障害福祉サ

　ービス事業者の指定　［福祉局監査指導部］

▽障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

　支援するための法律による指定一般相談支

　援事業者の指定 　［福祉局監査指導部］

▽障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

　支援するための法律による指定特定相談支

　援事業者の指定 　［福祉局監査指導部］

▽障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

　支援するための法律による指定障害福祉サ

　ービス事業の廃止　　［福祉局監査指導部］

▽児童福祉法による指定障害児通所支援事業

　者の指定 　［福祉局監査指導部］

▽児童福祉法による指定障害児相談支援事業

　者の指定 　［福祉局監査指導部］

▽児童福祉法による指定障害児通所支援事業

　の廃止  　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による指定居宅サービス等事業

　者の指定 　［福祉局監査指導部］
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１１５３

▽介護保険法による介護予防・日常生活支援

　総合事業指定事業者の指定

  　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による指定地域密着型サービス

　事業者等の指定 　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による指定介護老人福祉施設の

　指定  　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による介護予防・日常生活支援

　総合事業指定事業の廃止

  　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による指定地域密着型サービス

　事業等の廃止 　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による指定居宅サービス等事業

　者の指定 　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による介護予防・日常生活支援

　総合事業指定事業者の指定

  　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による指定居宅サービス等事業

　の廃止  　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による介護予防・日常生活支援

　総合事業指定事業の廃止

  　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による指定居宅サービス等事業

　の廃止  　［福祉局監査指導部］

▽障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

　支援するための法律による事業所の指定

  　［福祉局監査指導部］

▽障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

　支援するための法律による事業の廃止

  　［福祉局監査指導部］

▽障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

　支援するための法律による事業所の指定

  　［福祉局監査指導部］

▽障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

　支援するための法律による事業の廃止

  　［福祉局監査指導部］

▽道路法による道路の区域変更及び供用開始

　（市道　魚崎北町５９号線）

  　［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域変更及び供用開始

　（市道　藤原台中町７２号線）

  　［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域決定及び供用開始

　（市道　淡河１５号線）

  　［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域決定及び供用開始

　（市道　八多西畑１号線ほか）

  　［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の廃止

  　［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域変更及び供用開始

　（県道　明石神戸宝塚線）

  　［建設局道路管理課］

▽放置自転車等の撤去及び保管

 　　　　［建設局西部建設事務所］

公      告

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（産業振興センター高圧ケーブル他

　更新工事） ［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（大沢地域福祉センター屋根・外壁

　他改修工事） ［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（桜の中学校昇降機設備工事）

  ［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（新垂水体育館建設前整備工事）

  ［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（東部市場仲卸売場棟幹線他改修工

　事）  ［行財政局契約監理課］

▽事業計画の縦覧（神戸国際港都建設事業垂

　水中央東地区第一種市街地再開発事業）

　　　　［都市局市街地整備部市街地整備課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（夢野児童館外壁改修他工事）

  ［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（中央区・兵庫区内　地下道等照明

　設備更新工事） ［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（神戸市立更生センター屋根改修工

　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（東部市場第一加工場・関連事業所

　棟設備改修工事） ［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（垂水処理場　１系２号消化タンク

　汚泥配管改修工事）

 　　　　　［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（埋蔵文化財センター空調設備改修

　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（大原中学校外壁改修他工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（令和２年度圧縮空気泡消火装置付小型タ

　ンク車の製作） ［行財政局契約監理課］
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１１５４令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（ポンプ付救助車の製作）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（はしご付消防自動車の製作）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（１３ｍ放水塔付消防自動車の製作）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（令和２年度資材搬送ポンプ車の製作につ

　いて）  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（特殊災害対応タンク車の製作）

  ［行財政局契約監理課］

▽製造工場用地の買受人の公募（神戸複合産

　業団地（神戸テクノ・ロジスティックパー

　ク）〔工業２１工区〕）

 ［都市局新都市事業部企業誘致課］

▽開発行為に関する工事の完了（灘区六甲山

　町） 　　［経済観光局調整区域指導課］

▽研究・文化施設用地Ａの買受人の公募（ポ

　ートアイランド（第２期））

 ［都市局新都市事業部企業誘致課］

▽開発行為に関する工事の完了（垂水区多聞

　町ほか） ［都市局計画部指導課］

水   道   局

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（東灘（住吉南町３丁目他）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（兵庫（湊町他）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（西垂水第２高層配水場次亜塩注入

　設備新設工事） 　　　［水道局施設課］

監   査   委  員 

▽監査公表 　［監査事務局第１課］

訂      正

▽令和２年４月１４日付け神戸市公報第３６５４号

　中  　［水道局経営企画課］

▽令和２年４月１４日付け神戸市公報第３６５４号

　中　　［教育委員会事務局総務部教職員課］

▽令和２年５月１９日付け神戸市公報第３６５８号

　中　　［教育委員会事務局総務部教職員課］ 
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１１５５

  規     則  

　神戸市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年６月５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第１６号

　　　神戸市会計規則の一部を改正する規則

　神戸市会計規則（昭和３９年３月規則第８１号）の一部を次のように改正する。

　第４５条第１項中第３２号を削り，第３３号を第３２号とし，第３４号を第３３号とし，同項に次の３号

を加える。

　（３４）　神戸市新型コロナウイルス感染症対策福祉サービス事業所給付事業実施要綱（令和

　　２年５月１８日福祉局長決定）の規定に基づいて支給する給付金

　（３５）　神戸市中小法人等の店舗家賃負担軽減補助金交付要綱（令和２年５月１５日経済観光

　　局長決定）の規定に基づいて交付する補助金

　（３６）　新型コロナウイルス対策のための神戸市内中小企業チャレンジ支援補助金交付要綱

　　（令和２年５月１８日経済観光局長決定）の規定に基づいて交付する補助金

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

  告     示  

神戸市告示第１４１号

　神戸市立図書館条例施行規則（令和２年３月規則第９１号）附則第２項の規定により，市長が

行った行為とみなされた令和元年１２月２７日付け神戸市教育委員会教育長告示第６号に掲げる館

内整理のために休館する図書館及び休館日のうち，令和２年６月の第３木曜日の休館日の指定

を取り消す。

　　令和２年６月５日

　　　     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１４２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９日    

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号



１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　鴨子ヶ原三丁目自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市東灘区鴨子ヶ原３丁目２９番３８号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　畑尾　佳伸  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市東灘区鴨子ケ原３丁目１７番２７号  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「葉山　康之」を「畑尾　佳伸」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市東灘区鴨子ヶ原３丁目５番１１号」を「神戸市東灘区鴨子ケ原３丁目１７番２７号」

　　に改める。   

３　変更の年月日   

　　令和２年４月１９日　  

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１４３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９日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　南陽台自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市西区天王山７番地の９  

　⑶　代表者の氏名  

　　　木下　充  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市西区天王山１００番地の３９  

２　変更があった事項及びその内容

　⑴　代表者の氏名

　　　「源太　成弘」を「木下　充」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市西区天王山５番地の６」を「神戸市西区天王山１００番地の３９」に改める。 
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３　変更の年月日   

　　令和２年４月１２日   

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第１４４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９日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　松が枝町自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区松が枝町３丁目１番地の８８  

　⑶　代表者の氏名  

　　　杉田　健治  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区松が枝町２丁目１９番地の３  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「森岡　郁織」を「杉田　健治」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市北区松が枝町３丁目１３番地の１０」を「神戸市北区松が枝町２丁目１９番地の３」

　　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１４５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９日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　岩谷自治会  
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　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区長尾町上津４２７０番地  

　⑶　代表者の氏名  

　　　採田　芳博  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区長尾町上津４６３５番地の４  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「大西　莞爾」を「採田　芳博」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市北区長尾町上津４４０６番地」を「神戸市北区長尾町上津４６３５番地の４」に改める。

３　変更の年月日   

　　平成２８年４月１日   

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１４６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９日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　神戸ローズタウン自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市西区玉津町高津橋９９３番地の２  

　⑶　代表者の氏名  

　　　山口　和弘  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市西区玉津町高津橋９９９番地の７  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「岩谷　馥」を「山口　和弘」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市西区玉津町高津橋９９４番地の５」を「神戸市西区玉津町高津橋９９９番地の７」に

　　改める。   

３　変更の年月日   

　　令和２年４月５日   
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―――――――――――――――――

神戸市告示第１５０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１０日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　桂木連合自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区桂木１丁目７番地  

　⑶　代表者の氏名  

　　　水野　博史  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区桂木２丁目１３番地の９  

２　変更があった事項及びその内容

　⑴　代表者の氏名

　　　「麻生　威久」を「水野　博史」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市北区桂木３丁目２番地の４」を「神戸市北区桂木２丁目１３番地の９」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１５１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１０日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　上津台１丁目自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区上津台１丁目７番１１号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　田中　忠信  
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　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区上津台１丁目７番１１号  

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

　　　「神戸市北区上津台１丁目１５番１６号」を「神戸市北区上津台１丁目７番１１号」に改める。

　⑵　代表者の氏名

　　　「高馬　里美」を「田中　忠信」に改める。

　⑶　代表者の住所

　　　「神戸市北区上津台１丁目１５番１６号」を「神戸市北区上津台１丁目７番１１号」に改める。

３　変更の年月日   

　　令和２年３月２２日   

　

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第１５２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１０日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　神付自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区神付２８１番地  

　⑶　代表者の氏名  

　　　大谷　一弘  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区大沢町神付２８１番地  

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

　　　「神戸市北区大沢町神付１０１番地」を「神戸市北区神付２８１番地」に改める。

　⑵　代表者の氏名

　　　「辻井　隆治」を「大谷　一弘」に改める。

　⑶　代表者の住所

　　　「神戸市北区大沢町神付１０１番地」を「神戸市北区大沢町神付２８１番地」に改める。

３　変更の年月日   

　　令和２年４月１日   

　

―――――――――――――――――

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １１６０
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神戸市告示第１５３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１０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体

　⑴　名称

　　　栄団地自治会

　⑵　主たる事務所

　　　神戸市西区押部谷町栄２８７番地の６

　⑶　代表者の氏名

　　　東　美智代

　⑷　代表者の住所

　　　神戸市西区押部谷町栄２８７番地の６

２　変更があった事項及びその内容

　⑴　平成２６年４月６日に変更があった事項及びその内容

　　ア　事務所の住所

 「神戸市西区押部谷町栄３３４番地の１５」を「神戸市西区押部谷町栄３４８番地の１１」に改

　　　める。

　　イ　代表者の氏名

 「久保　弘子」を「杭田　重信」に改める。

　　ウ　代表者の住所

 「神戸市西区押部谷町栄３３４番地の１５」を「神戸市西区押部谷町栄３４８番地の１１」に改

　　　める。

　⑵　平成２９年４月２日に変更があった事項及びその内容

　　ア　事務所の住所

 「神戸市西区押部谷町栄３４８番地の１１」を「神戸市西区押部谷町栄３４９番地の６」に改

　　　める。

　　イ　代表者の氏名

 「杭田　重信」を「坂本　昌一」に改める。

　　ウ　代表者の住所

 「神戸市西区押部谷町栄３４８番地の１１」を「神戸市西区押部谷町栄３４９番地の６」に改

　　　める。

　⑶　平成３０年４月８日に変更があった事項及びその内容

　　ア　事務所の住所

 「神戸市西区押部谷町栄３４９番地の６」を「神戸市西区押部谷町栄２９０番地の４５」に改

　　　める。

　　イ　代表者の氏名

 「坂本　昌一」を「狩場　泰治」に改める。
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　　ウ　代表者の住所

 「神戸市西区押部谷町栄３４９番地の６」を「神戸市西区押部谷町栄２９０番地の４５」に改

　　　める。

　⑷　平成３１年４月６日に変更があった事項及びその内容

　　ア　事務所の住所

 「神戸市西区押部谷町栄２９０番地の４５」を「神戸市西区押部谷町栄３３４番地の２０」に改

　　　める。

　　イ　代表者の氏名

 「狩場　泰治」を「千葉　孝」に改める。

　　ウ　代表者の住所

 「神戸市西区押部谷町栄２９０番地の４５」を「神戸市西区押部谷町栄３３４番地の２０」に改

　　　める。

　⑸　令和２年４月５日に変更があった事項及びその内容

　　ア　事務所の住所

 「神戸市西区押部谷町栄３３４番地の２０」を「神戸市西区押部谷町栄２８７番地の６」に改

　　　める。

　　イ　代表者の氏名

 「千葉　孝」を「東　美智代」に改める。

　　ウ　代表者の住所

 「神戸市西区押部谷町栄３３４番地の２０」を「神戸市西区押部谷町栄２８７番地の６」に改

　　　める。

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１５４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１１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　朝日が丘自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市西区北山台２丁目２３番１９号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　藤井　勝文  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市西区北山台２丁目８番２号  

２　変更があった事項及びその内容   
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　⑴　代表者の氏名

　　　「軸屋　眞弓」を「藤井　勝文」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市西区北山台２丁目１９番５号」を「神戸市西区北山台２丁目８番２号」に改める。

３　変更の年月日   

　　令和２年４月１９日   

―――――――――――――――――

神戸市告示第１５５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１１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　落合谷自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市西区岩岡町岩岡６５４番地の２１４  

　⑶　代表者の氏名  

　　　中村　泰三  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市西区岩岡町岩岡６５４番地の２１４  

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

　　　「神戸市西区岩岡町岩岡６５４番地の２１３」を「神戸市西区岩岡町岩岡６５４番地の２１４」に改

　　める。

　⑵　代表者の氏名

　　　「河本　定治」を「中村　泰三」に改める。

　⑶　代表者の住所

　　　「神戸市西区岩岡町岩岡６５４番地の２１３」を「神戸市西区岩岡町岩岡６５４番地の２１４」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１５６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
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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１１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　多聞若葉台自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市垂水区西脇２丁目２番１３号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　塩田　達士  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市垂水区西脇２丁目２番１３号  

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

　　　「神戸市垂水区西脇２丁目６番８号」を「神戸市垂水区西脇２丁目２番１３号」に改める。

　⑵　代表者の氏名

　　　「中田　勝三」を「塩田　達士」に改める。

　⑶　代表者の住所

　　　「神戸市垂水区西脇２丁目６番８号」を「神戸市垂水区西脇２丁目２番１３号」に改める。

３　変更の年月日   

　　平成３１年４月７日   

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第１５７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１１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　小束山手自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市垂水区小束山手１丁目１０番１号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　海老原　篤  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市垂水区小束山手１丁目１０番１号  

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １１６４



１１６５

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

　　　「神戸市垂水区小束山手１丁目２８番８号」を「神戸市垂水区小束山手１丁目１０番１号」

　　に改める。

　⑵　代表者の氏名

　　　「太田　淳」を「海老原　篤」に改める。

　⑶　代表者の住所

　　　「神戸市垂水区小束山手１丁目２８番８号」を「神戸市垂水区小束山手１丁目１０番１号」

　　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１５８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１１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　千寿が丘自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市西区高雄台３０番１号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　片岡　柾夫  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市西区高雄台２８番７号  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「北井　敏雄」を「片岡　柾夫」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市西区高雄台２４番１０号」を「神戸市西区高雄台２８番７号」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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号



神戸市告示第１５９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１１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　神戸北町大原３丁目自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区大原３丁目２０番１号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　髙村　幸一  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区大原３丁目６番１５号  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「峠　亜希子」を「髙村　幸一」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市北区大原３丁目２番８号」を「神戸市北区大原３丁目６番１５号」に改める。

３　変更の年月日   

　　令和２年４月１１日   

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１６０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１１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　舞多聞みついけ南倶楽部  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市垂水区多聞東２丁目３番４号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　櫻田　英治  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市垂水区舞多聞東２丁目３番４号  

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １１６６



１１６７

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

　　　「神戸市垂水区舞多聞東２丁目７番５号」を「神戸市垂水区多聞東２丁目３番４号」に

　　改める。

　⑵　代表者の氏名

　　　「古谷　雅範」を「櫻田　英治」に改める。

　⑶　代表者の住所

　　　「神戸市垂水区舞多聞東２丁目７番５号」を「神戸市垂水区舞多聞東２丁目３番４号」

　　に改める。   

３　変更の年月日   

　　令和２年５月１７日

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１６１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１１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　舞子汐見台自治会  

　⑵　主たる事務所  　　

　　　神戸市垂水区舞子坂１丁目７番４号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　宮本　薫  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市垂水区舞子坂１丁目７番４号  

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

　　　「神戸市垂水区舞子坂１丁目９番６５号」を「神戸市垂水区舞子坂１丁目７番４号」に改

　　める。

　⑵　代表者の氏名

　　　「迫水　和裕」を「宮本　薫」に改める。

　⑶　代表者の住所

　　　「神戸市垂水区舞子坂１丁目９番６５号」を「神戸市垂水区舞子坂１丁目７番４号」に改

　　める。   

３　変更の年月日   

　　令和２年４月２６日   

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号



―――――――――――――――――

神戸市告示第１６２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１１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　神明ハイツ自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市西区玉津町新方字大東６９番地の１５  

　⑶　代表者の氏名  

　　　生島　匡  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市西区伊川谷町潤和１８０３番地の６７  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「千葉　敦子」を「生島　匡」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和１８０３番地の３０」を「神戸市西区伊川谷町潤和１８０３番地

　　の６７」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１６９号

　神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和５８年４月条例第３

号）第１１条第２項（同条例第１２条第２項において準用する場合を含む。）及び第２３条の２の規

定により自転車等を撤去し，　及び保管したので，同条例第１３条第１項の規定により次のとお

り告示する。

　　令和２年６月２３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造

１　自転車等の保管及び返還の場所，自転車等が置かれ，又は放置されていた場所，撤去し，

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １１６８



１１６９

３　返還事務を行う時間

　　三宮保管所及び湊町保管所

　　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

　　　　　（日曜日、祝日及び１２月２８日から１月４日を除く）

４　返還を受けるために必要な事項

　　自転車等の利用者等は，当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは，その住

　所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し

　なければならない。

５　その他

　　この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から

　１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相

　当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないと

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１７０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，神戸市災害援護資

金貸付金債権回収等業務を委託したので，同条第２項の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　委託契約の相手方の氏名及び住所

　　弁護士法人一番町綜合法律事務所

　　　　代表社員　神﨑　浩昭

　　東京都千代田区紀尾井町３番１２号紀尾井町ビル　　　　　

２　委託年月日　

　　令和２年４月１日

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

兵庫区湊川町２丁目１番１２号

建設局中部建設事務所

電話　５１１－０５１５

令和２年５月１２日
台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

中央区小野浜町３番地先

三宮保管所

令和２年５月３１日
台

台

４４

１

自転車 

原動機付自転車
中央区・兵庫区長期放置

令和２年５月１２日

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

兵庫区湊町１丁目３５

湊町保管所

台

台

２９

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内



―――――――――――――――――

神戸市告示第１７１号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第２９条第１項の指定障害福祉サービス事業者の指定をしたので，同法第５１

条第１号の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定障害福祉サービス事業者

　⑴　生活介護

　⑵　就労移行支援

　⑶　就労継続支援（Ｂ型）

　⑷　共同生活援助

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １１７０

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称

主たる事務所

の所在地
設置者の名称

令和２年

５月１日

神戸市垂水区本多聞１

丁目１３－４

くつろぎの家エル

フ・本多聞

大阪府大阪市鶴見区中

茶屋一丁目１番１３号
株式会社エルフ

令和２年

５月１日

神戸市北区小倉台２丁

目３－５

生活介護事業所　

やまあらし

神戸市北区小倉台七丁

目９番地の１２

一般社団法人やま

あらし

令和２年

６月１日

神戸市西区曙町２２番地

の１
ひまわり生活介護

神戸市西区岩岡町古郷

１５２８番地の１２

特定非営利活動法

人ひまわり

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称

主たる事務所

の所在地
設置者の名称

令和２年

６月１日

神戸市兵庫区下沢通８

－１－２１
Ｆ－ＬＡＢＯ．

大阪府大阪市平野区加

美鞍作三丁目１０番１９号
有限会社桃蹊舎

令和２年

６月１日

神戸市垂水区北舞子４

丁目１０－２５
いこいの家

神戸市垂水区北舞子四

丁目１０番２５号

合同会社いこいの

家

令和２年

６月１日

神戸市西区森友５丁目

３１番地
まつたけクラブ

神戸市西区持子一丁目

１１６番地の２－１０３号

株式会社ＩＣＨＩ

－ＭＯＫＵ

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称

主たる事務所

の所在地
設置者の名称

令和２年

５月１日

神戸市中央区小野柄通

５丁目１番２７号　第百

生命神戸三宮ビル３Ｆ

ハンズ三宮
姫路市西駅前町８８キャ

スパビル２０３号
株式会社ハンズ

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称

主たる事務所

の所在地
設置者の名称

令和２年

５月１日

神戸市須磨区妙法寺字

兀山１９－４４
リカバリーホーム

神戸市中央区旗塚通一

丁目１番２０号長坂ハイ

ツ２Ｆ

一般社団法人ダル

クヴィレッジ

令和２年神戸市須磨区友が丘２グループホーム北神戸市須磨区友が丘三社会福祉法人北須



１１７１

―――――――――――――――――

神戸市告示第１７２号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第５１条の１４第１項の指定一般相談支援事業者の指定をしたので，同法第５１

条の３０第１項第１号の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定一般相談支援事業者

　⑴　地域移行支援

　⑵　地域定着支援

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１７３号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第１号の指定特定相談支援事業者の指定をしたので，同

法第５１条の３０第２項第１号の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定特定相談支援事業者

　⑴　計画相談支援

　

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

６月１日丁目１９４－１須磨　だんだん丁目１０７番地磨保育センター

令和２年

６月１日

神戸市北区筑紫が丘３

丁目１６－１４

筑紫が丘すみれ

ホーム

神戸市長田区鹿松町二

丁目９番４３号

社会福祉法人すみ

れ会

令和２年

６月１日

神戸市北区南五葉３丁

目６－１０

グループホーム音

の羽

神戸市垂水区福田五丁

目５番２２号

株式会社スマイ

ル・ライフ

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称

主たる事務所

の所在地
設置者の名称

令和２年

５月１日

神戸市垂水区本多聞１

丁目６－１４グランデー

ル本多聞３０１

カンナ
神戸市垂水区本多聞一

丁目６－１４－３０１

株式会社甲斐総合

企画

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称

主たる事務所

の所在地
設置者の名称

令和２年

５月１日

神戸市垂水区本多聞１

丁目６－１４グランデー

ル本多聞３０１

カンナ
神戸市垂水区本多聞一

丁目６－１４－３０１

株式会社甲斐総合

企画



　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１７４号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定による事業の廃止の届出があったため，同法第５１条第

２号の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定障害福祉サービス事業者

　⑴　就労移行支援（一般型）

　⑵　就労継続支援（Ａ型）

　⑶　就労継続支援（Ｂ型）

　

―――――――――――――――――

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １１７２

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称

主たる事務所

の所在地
設置者の名称

令和２年

５月１日

神戸市垂水区本多聞１

丁目６－１４グランデー

ル本多聞３０１

カンナ
神戸市垂水区本多聞一

丁目６－１４－３０１

株式会社甲斐総合

企画

令和２年

６月１日

神戸市中央区二宮町２

丁目２－５
シエスタ舎

神戸市灘区水道筋五丁

目３－１５

特定非営利活動法

人ガジュマルの船

令和２年

６月１日

神戸市西区春日台３丁

目１－７－２０４

相談支援事業所つ

なぐ

神戸市西区春日台五丁

目８番地の９

一般社団法人つな

ぐ福祉会

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称

主たる事務所

の所在地
設置者の名称

令和２年

４月３０日

神戸市中央区小野柄通

五丁目１番２７号第百生

命神戸三宮ビル３Ｆ

ハンズ三宮

神戸市中央区小野柄通

五丁目１番２７号第百生

命神戸三宮ビル３Ｆ

一般社団法人ハン

ズ

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称

主たる事務所

の所在地
設置者の名称

令和２年

４月３０日

神戸市東灘区住吉宮町

３丁目１６番７号　駒田

ビル

「ｆ」
神戸市東灘区魚崎北町

４丁目１４番１０－２６８号
ＮＰＯ法人ｆ

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称

主たる事務所

の所在地
設置者の名称

令和２年

５月３１日

神戸市西区森友５丁目

３１番地
まつたけクラブ

神戸市西区持子１丁目

１１６番地の２－１０３号

株式会社ＩＣＨＩ

－ＭＯＫＵ



１１７３

神戸市告示第１７５号

　次の事業者について，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の指定障

害児通所支援事業者の指定をしたので，同法第２１条の５の２５第１号の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定障害児通所支援事業者

　⑴　児童発達支援（児童発達支援センターを除く）

　⑵　放課後等デイサービス

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称

主たる事務所

の所在地
設置者の名称

令和２年

５月１日

神戸市灘区桜口町３丁

目１－９　１０２号室
オペラ　ＬＡＢＯ

神戸市灘区桜口町三丁

目１番９号

一般社団法人オペ

ラホリスティック

協会

令和２年

５月１日

神戸市東灘区本山南町

７丁目４－３１　２０１号

こども発達サポー

ト運動療育型放課

後デイサービス　

ロジコ

神戸市長田区長田町一

丁目３－１
株式会社アストレ

令和２年

５月１日

神戸市兵庫区荒田町３

丁目７４番７号

放課後等デイサー

ビス　ウィズ神戸

　あらた

神戸市兵庫区大開通七

丁目１番１４号
合同会社シエロ

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称

主たる事務所

の所在地
設置者の名称

令和２年

５月１日

神戸市灘区桜口町３丁

目１－９　１０２号室
オペラ　ＬＡＢＯ

神戸市灘区桜口町三丁

目１番９号

一般社団法人オペ

ラホリスティック

協会

令和２年

５月１日

神戸市須磨区北落合１

丁目１－４－２０５
ＦＡＭ名谷教室

神戸市須磨区北落合一

丁目１－４－２０５
株式会社ｆａｍ

令和２年

５月１日

神戸市東灘区本山南町

７丁目４－３１　２０１号

こども発達サポー

ト運動療育型放課

後デイサービス　

ロジコ

神戸市長田区長田町一

丁目３－１
株式会社アストレ

令和２年

５月１日

神戸市西区春日台３丁

目３番地２３

多機能型児童デイ

サービスぱいる

神戸市西区富士見が丘

三丁目２番地の３

特定非営利活動法

人Ｐｅｔａｌ

令和２年

６月１日

神戸市中央区下山手通

６丁目１－４　オフィ

ス下山手２階

てらぴぁぽけっと

　神戸元町教室

神戸市兵庫区西上橘通

一丁目４番２１号ハー

ヴィス神戸２階

株式会社ルージュ

ゴルジュ

令和２年

６月１日

神戸市北区しあわせの

村１－９

にこにこハウス医

療福祉センター

「こすもす」

神戸市北区しあわせの

村１番９号
社会福祉法人芳友

令和２年

６月１日

神戸市西区春日台３丁

目３番地２３

多機能型児童デイ

サービスぱいる

神戸市西区富士見が丘

三丁目２番地の３

特定非営利活動法

人Ｐｅｔａｌ



　⑶　居宅訪問型児童発達支援

　⑷　保育所等訪問支援

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１７６号

　次の事業者について，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号の指定

障害児相談支援事業者の指定をしたので，同法第２４条の３７第１号の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　指定障害児相談支援事業者

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １１７４

令和２年

５月１日

神戸市西区春日台３丁

目３番地２３

多機能型児童デイ

サービスぱいる

神戸市西区富士見が丘

三丁目２番地の３

特定非営利活動法

人Ｐｅｔａｌ

令和２年

６月１日

神戸市東灘区御影本町

８丁目９－１３－１０１
さぽーる

神戸市須磨区大手町二

丁目１０番１６号

合同会社カスヤ工

房

令和２年

６月１日

神戸市北区しあわせの

村１－９

にこにこハウス医

療福祉センター

「こすもす」

神戸市北区しあわせの

村１番９号
社会福祉法人芳友

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称

主たる事務所

の所在地
設置者の名称

令和２年

５月１日

神戸市中央区多聞通５

丁目３－４神戸多聞マ

ンション２０２

こども発達支援　

親どりこんこん

神戸市中央区花隈町１７

番２５－５０３号

株式会社プルメリ

ア

令和２年

６月１日

神戸市東灘区本山中町

四丁目１８番１４号　イー

スト神戸本山２０１号

発達支援ゆず　本

山ルーム

神戸市東灘区本山中町

四丁目１８番１４号　イー

スト神戸本山２０１号

株式会社ＩＬＬＵ

ＭＩＮＡＴＥ

令和２年

６月１日

神戸市東灘区甲南町４

丁目１６－８　六甲ブラ

ンドニュー２Ｆ

あいキッズ
神戸市東灘区魚崎中町

２丁目３番５号

特定非営利活動法

人ケアット

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称

主たる事務所

の所在地
設置者の名称

令和２年

６月１日

神戸市東灘区本山中町

四丁目１８番１４号　イー

スト神戸本山２０１号

発達支援ゆず　本

山ルーム

神戸市東灘区本山中町

四丁目１８番１４号　イー

スト神戸本山２０１号

株式会社ＩＬＬＵ

ＭＩＮＡＴＥ

指定

年月日
事業所の所在地事業所の名称

主たる事務所

の所在地
設置者の名称

令和２年

５月１日

神戸市垂水区本多聞１

丁目６－１４グランデー

ル本多聞３０１

カンナ
神戸市垂水区本多聞一

丁目６－１４－３０１

株式会社甲斐総合

企画

令和２年神戸市西区春日台３丁相談支援事業所つ神戸市西区春日台５丁一般社団法人つな



１１７５

　

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第１７７号

　次の事業者について，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２０第４項の規定に

よる事業の廃止の届出があったため，同法第２１条の５の２５第２号の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　指定障害児通所支援事業者

　⑴　放課後等デイサービス

　⑵　保育所等訪問支援

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１７８号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文及び第５３条第

１項本文並びに第４６条第１項本文の事業者の指定をしたので，同法第７８条及び第１１５条の１０並

びに第８５条の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

６月１日目１－７－２０４なぐ目８番地の９ぐ福祉会

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称

主たる事務所

の所在地
設置者の名称

令和２年

４月１４日

神戸市東灘区魚崎北町

５丁目８－１１－１階

のびのびあい・ラ

ンド

神戸市東灘区魚崎中町

２丁目３番５号

特定非営利活動法

人　ケアット

令和２年

４月３０日

神戸市垂水区桃山台４

丁目２－９
浜風の家

神戸市垂水区名谷町

１４９４－２エクセルハイ

ツＢ棟２０４号

特定非営利法人と

んぼの家

廃止

年月日
事業所の所在地事業所の名称

主たる事務所

の所在地
設置者の名称

令和２年

４月１４日

神戸市灘区篠原中町２

丁目２－１２－１Ｆ南
にこにこゆうゆう

神戸市灘区大和町３丁

目２－１２－５０８

特定非営利活動法

人じゅら

サービス種類指定年月日指定申請者の所在地
指定申請者

の名称
事業所等の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

介護予防訪問看

護

令和２年

５月１日

兵庫県洲本市宇原

２２８２

株式会社あか

ね

兵庫県神戸市垂水区

狩口台７丁目１２－２１

訪問看護ステ

ーション　

ｓｏｒａｔｏ

２８６０８９０３６３

訪問看護令和２年兵庫県洲本市宇原株式会社あか兵庫県神戸市垂水区訪問看護ステ２８６０８９０３６３



令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １１７６

５月１日２２８２ね狩口台７丁目１２－２１ーション　

ｓｏｒａｔｏ

介護予防訪問看

護

令和２年

５月１日

兵庫県神戸市西区大

津和１丁目７番８号

医療法人社団

　向原クリニ

ック

兵庫県神戸市西区南

別府１丁目２１番１号

グッドライフ伊川谷

２０２号室

訪問看護ステ

ーション　カ

ラフル

２８６５２９０４５２

訪問看護令和２年

５月１日

兵庫県神戸市西区大

津和１丁目７番８号

医療法人社団

　向原クリニ

ック

兵庫県神戸市西区南

別府１丁目２１番１号

グッドライフ伊川谷

２０２号室

訪問看護ステ

ーション　カ

ラフル

２８６５２９０４５２

訪問介護令和２年

５月１日

兵庫県神戸市兵庫区

下沢通７丁目２－２６

　ラフィーネ１Ｆ

株式会社Ｇｒ

ｅｅｎＡｐｐ

ｌｅ

兵庫県神戸市兵庫区

上沢通７丁目１－２

　ドミール・神戸１

Ｆ

グリーンアッ

プルＨｏｍｅ

Ｃａｒｅ

２８７０５０３５７６

介護予防福祉用

具貸与

令和２年

５月１日

大阪府吹田市江坂町

一丁目６番６号

株式会社グリ

ット

兵庫県神戸市長田区

日吉町二丁目１番２

号アスタピア新長田

公園通り１０２号

としとランド

神戸店

２８７０６０３３９２

特定介護予防福

祉用具販売

令和２年

５月１日

大阪府吹田市江坂町

一丁目６番６号

株式会社グリ

ット

兵庫県神戸市長田区

日吉町二丁目１番２

号アスタピア新長田

公園通り１０２号

としとランド

神戸店

２８７０６０３３９２

特定福祉用具販

売

令和２年

５月１日

大阪府吹田市江坂町

一丁目６番６号

株式会社グリ

ット

兵庫県神戸市長田区

日吉町二丁目１番２

号アスタピア新長田

公園通り１０２号

としとランド

神戸店

２８７０６０３３９２

福祉用具貸与令和２年

５月１日

大阪府吹田市江坂町

一丁目６番６号

株式会社グリ

ット

兵庫県神戸市長田区

日吉町二丁目１番２

号アスタピア新長田

公園通り１０２号

としとランド

神戸店

２８７０６０３３９２

訪問介護令和２年

５月１日

兵庫県神戸市須磨区

飛松町５丁目１－１

メディカルサ

ービス株式会

社

兵庫県神戸市須磨区

飛松町５丁目１－１

ヘルパーステ

ーション　オ

リーブ

２８７０７０３２５９

居宅介護支援令和２年

５月１日

兵庫県神戸市北区有

野中町三丁目１７番８

号

特定非営利活

動法人　地域

社会の健康を

支援する会

兵庫県神戸市北区有

野中町三丁目１７番８

号

ぷらすサニー

ケアプランセ

ンター

２８７５００３８６１

訪問介護令和２年

５月１日

京都府京都市伏見区

竹田西段川原町５４番

地

ハートフリー

株式会社

兵庫県神戸市中央区

港島中町３丁目１番

地の２神戸ポートア

ベニュー南棟１階５

号室

へるぱーすて

ーしょんレッ

ツ

２８７５１０４０３２

介護予防特定施

設入居者生活介

護

令和２年

５月１日

福岡県北九州市小倉

北区熊本２丁目１０番

１０号

株式会社さわ

やか倶楽部

兵庫県神戸市西区玉

津町新方５４９

さわやかこう

べにし館

２８７５２０４８８１

特定施設入居者

生活介護

令和２年

５月１日

福岡県北九州市小倉

北区熊本２丁目１０番

１０号

株式会社さわ

やか倶楽部

兵庫県神戸市西区玉

津町新方５４９

さわやかこう

べにし館

２８７５２０４８８１



１１７７

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１７９号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の５第１項の事業者

の指定をしたので，神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス・介護予防通所サー

ビス事業者の指定に関する要綱第１０条第１号の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

サービス種類指定年月日指定申請者の所在地
指定申請者

の名称
事業所等の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

介護予防訪問サ

ービス

令和２年

５月１日

兵庫県神戸市兵庫区

下沢通７丁目２－２６

　ラフィーネ１Ｆ

株式会社Ｇｒ

ｅｅｎＡｐｐ

ｌｅ

兵庫県神戸市兵庫区

上沢通７丁目１－２

　ドミール・神戸１

Ｆ

グリーンアッ

プルＨｏｍｅ

Ｃａｒｅ

２８７０５０３５７６

介護予防訪問サ

ービス

令和２年

５月１日

兵庫県神戸市須磨区

飛松町５丁目１－１

メディカルサ

ービス株式会

社

兵庫県神戸市須磨区

飛松町５丁目１－１

ヘルパーステ

ーション　オ

リーブ

２８７０７０３２５９

生活支援訪問サ

ービス

令和２年

５月１日

兵庫県神戸市須磨区

飛松町５丁目１－１

メディカルサ

ービス株式会

社

兵庫県神戸市須磨区

飛松町５丁目１－１

ヘルパーステ

ーション　オ

リーブ

２８７０７０３２５９

介護予防通所サ

ービス

令和２年

５月１日

兵庫県尼崎市長洲西

通２丁目８－３

社会福祉法人

尼崎老人福祉

会

兵庫県芦屋市潮見町

３１－１

地域福祉セン

ター「ハーブ

あしや」

２８７１０００１２７

介護予防訪問サ

ービス

令和２年

５月１日

京都府京都市伏見区

竹田西段川原町５４番

地

ハートフリー

株式会社

兵庫県神戸市中央区

港島中町３丁目１番

地の２神戸ポートア

ベニュー南棟１階５

号室

へるぱーすて

ーしょんレッ

ツ

２８７５１０４０３２

生活支援訪問サ

ービス

令和２年

５月１日

京都府京都市伏見区

竹田西段川原町５４番

地

ハートフリー

株式会社

兵庫県神戸市中央区

港島中町３丁目１番

地の２神戸ポートア

ベニュー南棟１階５

号室

へるぱーすて

ーしょんレッ

ツ

２８７５１０４０３２

介護予防通所サ

ービス

令和２年

５月１日

兵庫県神戸市須磨区

飛松町５丁目１番地

の１

メデイカルサ

ービス株式会

社

兵庫県神戸市西区伊

川谷町有瀬１２４８－１

スタジオデイ

ズ

２８７５２０４８９９

介護予防通所サ

ービス

令和２年

５月１日

兵庫県神戸市須磨区

多井畑東町１８－４－

１０５

株式会社神戸

在宅リハビリ

テーション事

業団

兵庫県神戸市長田区

浪松町２丁目２番１９

号　藤原ビル２Ｆ

からだＳｔｕｄｉ

ｏすまぁと

ＰＬＵＳ

２８９０６００２４６

介護予防通所サ

ービス

令和２年

５月１日

兵庫県神戸市垂水区

本多聞３丁目６番１２

号

株式会社ゆう

の縁

兵庫県神戸市垂水区

神陵台７丁目３－１０

デイサービス

センター紬

２８９０８００５３１

通所介護令和２年

５月１日

兵庫県神戸市須磨区

飛松町５丁目１番地

の１

メデイカルサ

ービス株式会

社

兵庫県神戸市西区伊

川谷町有瀬１２４８－１

スタジオデイ

ズ

２８７５２０４８９９



　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１８０号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項及び第５４条の

２第１項本文の指定をしたため，同法第７８条の１１及び第１１５条の２０の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１８１号

　次の施設について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第１号の指定をした

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １１７８

介護予防通所サ

ービス

令和２年

５月１日

兵庫県神戸市北区桂

木三丁目３２番の２

ユーラシア大

陸株式会社

兵庫県神戸市北区鳴

子２丁目１７番２号

レコードブッ

ク神戸西鈴蘭

台

２８９５０００４２６

介護予防通所サ

ービス

令和２年

５月１日

兵庫県神戸市西区池

上一丁目９番地の４

株式会社

ＲＥＡＬ

兵庫県神戸市西区伊

川谷町有瀬１４－２１　

プリマベーラ伊川谷

１０１号

リハトレセン

ターエヴァー

２８９５２００３７２

サービス種類指定年月日指定申請者の所在地
指定申請者

の名称
事業所等の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

地域密着型通所

介護

令和２年

５月１日

兵庫県神戸市須磨区

多井畑東町１８－４－

１０５

株式会社神戸

在宅リハビリ

テーション事

業団

兵庫県神戸市長田区

浪松町２丁目２番１９

号　藤原ビル２Ｆ

からだＳｔｕｄｉ

ｏすまぁと

ＰＬＵＳ

２８９０６００２４６

介護予防認知症

対応型通所介護

令和２年

５月１日

兵庫県神戸市西区枝

吉１丁目１２

株式会社メデ

ィカルサービ

ス

兵庫県神戸市垂水区

小束台８６８番地１１２９

グループホー

ム　希の丘

２８９０８００３４１

認知症対応型通

所介護

令和２年

５月１日

兵庫県神戸市西区枝

吉１丁目１２

株式会社メデ

ィカルサービ

ス

兵庫県神戸市垂水区

小束台８６８番地１１２９

グループホー

ム　希の丘

２８９０８００３４１

地域密着型通所

介護

令和２年

５月１日

兵庫県神戸市北区桂

木三丁目３２番の２

ユーラシア大

陸株式会社

兵庫県神戸市北区鳴

子２丁目１７番２号

レコードブッ

ク神戸西鈴蘭

台

２８９５０００４２６

地域密着型通所

介護

令和２年

５月１日

兵庫県神戸市西区池

上一丁目９番地の４

株式会社ＲＥ

ＡＬ

兵庫県神戸市西区伊

川谷町有瀬１４－２１　

プリマベーラ伊川谷

１０１号

リハトレセン

ターエヴァー

２８９５２００３７２

介護予防認知症

対応型通所介護

令和２年

５月１日

兵庫県赤穂市新田

１４４４番地

社会福祉法人

桜谷福祉会

兵庫県神戸市西区月

が丘１丁目４１－１２

デイサービス

センターさく

らさく

２８９５２００３８０

認知症対応型通

所介護

令和２年

５月１日

兵庫県赤穂市新田

１４４４番地

社会福祉法人

桜谷福祉会

兵庫県神戸市西区月

が丘１丁目４１－１２

デイサービス

センターさく

らさく

２８９５２００３８０



１１７９

ので，同法第９３条の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１８２号

　次の事業者について，介護保険法施行規則第１４０条の６２の３第２項第４号の規定に基づいて

事業を廃止する旨の届出があったため，神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービ

ス・介護予防通所サービス事業者の指定に関する要綱第１０条第２号の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１８３号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定に基づ

いて事業を廃止する旨の届出があったため，同法第７８条の１１第２号の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

サービスの種類
廃止・辞退

の年月日

事業者の主たる

事務所の所在地
事業者の名称事業所等の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

介護予防訪問サ

ービス

令和２年

４月５日

兵庫県神戸市須磨区

明神町３丁目１－３

合資会社アエ

ル

兵庫県神戸市須磨区

明神町３丁目１－３

訪問介護ステ

ーションアエ

ル

２８７０７００８９１

介護予防通所サ

ービス

令和２年

４月３０日

兵庫県神戸市西区伊

川谷町有瀬１４－２１　

プリマべーラ伊川谷

１０１

株式会社

ａｍｂｉｔｉｏｎ

兵庫県神戸市西区伊

川谷町有瀬１４－２１　

プリマべーラ伊川谷

１０１

リハトレセン

ターエヴァー

２８７５２０３６６９

サービス種類指定年月日指定申請者の所在地
指定申請者

の名称
事業所等の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

介護老人福祉施

設

令和２年

５月１日

兵庫県神戸市灘区鶴

甲５丁目１番５０号

社会福祉法人

六甲鶴寿園

兵庫県神戸市灘区鶴

甲１丁目４番２１号

特別養護老人

ホーム　陽だ

まりの家きし

ろ

２８７０２０２９６３

サービスの種類
廃止・辞退

の年月日

事業者の主たる

事務所の所在地
事業者の名称事業所等の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

地域密着型通所

介護

令和２年

４月３０日

兵庫県神戸市西区伊

川谷町有瀬１４－２１　

プリマべーラ伊川谷

１０１

株式会社

ａｍｂｉｔｉｏｎ

兵庫県神戸市西区伊

川谷町有瀬１４－２１　

プリマべーラ伊川谷

１０１

リハトレセン

ターエヴァー

２８７５２０３６６９



―――――――――――――――――

神戸市告示第１８４号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の事業者の指

定をしたので，同法第７８条の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１８５号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の５第１項の事業者

の指定をしたので，神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス・介護予防通所サー

ビス事業者の指定に関する要綱第１０条第１号の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１８６号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定に基づいて

事業を廃止する旨の届出があったため，同法第７８条第２号の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １１８０

サービス種類指定年月日指定申請者の所在地
指定申請者

の名称
事業所等の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

訪問介護令和２年

４月１日

兵庫県神戸市灘区王

子町１丁目１番１４号

合同会社ＳＯ

ＭＡＫＡ

兵庫県神戸市灘区王

子町１丁目１番１４号

りんごケアス

テーション

２８７０２０２９７１

サービス種類指定年月日指定申請者の所在地
指定申請者

の名称
事業所等の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

介護予防訪問サ

ービス

令和２年

４月１日

兵庫県神戸市灘区王

子町１丁目１番１４号

合同会社ＳＯ

ＭＡＫＡ

兵庫県神戸市灘区王

子町１丁目１番１４号

りんごケアス

テーション

２８７０２０２９７１

生活支援訪問サ

ービス

令和２年

４月１日

兵庫県神戸市灘区王

子町１丁目１番１４号

合同会社ＳＯ

ＭＡＫＡ

兵庫県神戸市灘区王

子町１丁目１番１４号

りんごケアス

テーション

２８７０２０２９７１

サービスの種類
廃止・辞退

の年月日

事業者の主たる

事務所の所在地
事業者の名称事業所等の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

訪問介護令和２年

３月３１日

兵庫県神戸市東灘区

魚崎南町１丁目６番

１３号

合同会社ＳＯ

ＭＡＫＡ

兵庫県神戸市東灘区

魚崎南町１丁目６番

１３号

りんごケアス

テーション

２８７０１０３１４６



１１８１

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第１８７号

　次の事業者について，介護保険法施行規則第１４０条の６２の３第２項第４号の規定に基づいて

事業を廃止する旨の届出があったため，神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービ

ス・介護予防通所サービス事業者の指定に関する要綱第１０条第２号の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１８８号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第８２条第２項

の規定に基づいて事業を廃止する旨の届出があったため，同法第７８条第２号及び第８５条第２号

の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１８９号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第２９条第１項の事業者の指定をしたので，同法第５１条の規定により告示す

る。

　　令和２年６月２３日　

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

サービスの種類
廃止・辞退

の年月日

事業者の主たる

事務所の所在地
事業者の名称事業所等の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

介護予防訪問サ

ービス

令和２年

３月３１日

兵庫県神戸市東灘区

魚崎南町１丁目６番

１３号

合同会社ＳＯ

ＭＡＫＡ

兵庫県神戸市東灘区

魚崎南町１丁目６番

１３号

りんごケアス

テーション

２８７０１０３１４６

生活支援訪問サ

ービス

令和２年

３月３１日

兵庫県神戸市東灘区

魚崎南町１丁目６番

１３号

合同会社ＳＯ

ＭＡＫＡ

兵庫県神戸市東灘区

魚崎南町１丁目６番

１３号

りんごケアス

テーション

２８７０１０３１４６

サービスの種類
廃止・辞退

の年月日

事業者の主たる

事務所の所在地
事業者の名称事業所等の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

訪問介護令和２年

４月５日

兵庫県神戸市須磨区

明神町３丁目１－３

合資会社アエ

ル

兵庫県神戸市須磨区

明神町３丁目１－３

訪問介護ステ

ーションアエ

ル

２８７０７００８９１

居宅介護支援令和２年

４月１５日

兵庫県神戸市灘区烏

帽子町３丁目４－２１

株式会社アッ

プルコーポレ

ーション

兵庫県神戸市灘区烏

帽子町３丁目４－２１

居宅介護支援

事業所ローズ

ガーデン

２８７０２０１７３４



　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１９０号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定に基づいて事業を廃止する旨の届出があったため，同

法第５１条第２号の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１９１号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第２９条第１項の事業者の指定をしたので，同法第５１条の規定により告示す

る。

　　令和２年６月２３日　

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １１８２

サービス種類指定年月日指定申請者の所在地
指定申請者

の名称
事業所等の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

居宅介護令和２年

４月１日

兵庫県神戸市灘区王

子町１丁目１番１４号

合同会社ＳＯ

ＭＡＫＡ

兵庫県神戸市灘区王

子町１丁目１番１４号

りんごケアス

テーション

２８７０２０２９７１

重度訪問介護令和２年

４月１日

兵庫県神戸市灘区王

子町１丁目１番１４号

合同会社ＳＯ

ＭＡＫＡ

兵庫県神戸市灘区王

子町１丁目１番１４号

りんごケアス

テーション

２８７０２０２９７１

同行援護令和２年

４月１日

兵庫県神戸市灘区王

子町１丁目１番１４号

合同会社ＳＯ

ＭＡＫＡ

兵庫県神戸市灘区王

子町１丁目１番１４号

りんごケアス

テーション

２８７０２０２９７１

サービス種類
廃止の

年月日

事業者の主たる

事務所の所在地
事業者の名称事業所等の所在地

事業所等の

名称
事業所番号

居宅介護令和２年

３月３１日

兵庫県神戸市東灘区

魚住南町１丁目６番

１３号

合同会社ＳＯ

ＭＡＫＡ

兵庫県神戸市東灘区

魚住南町１丁目６番

１３号

りんごケアス

テーション

２８７０１０３１４６

重度訪問介護令和２年

３月３１日

兵庫県神戸市東灘区

魚住南町１丁目６番

１３号

合同会社ＳＯ

ＭＡＫＡ

兵庫県神戸市東灘区

魚住南町１丁目６番

１３号

りんごケアス

テーション

２８７０１０３１４６

同行援護令和２年

３月３１日

兵庫県神戸市東灘区

魚住南町１丁目６番

１３号

合同会社ＳＯ

ＭＡＫＡ

兵庫県神戸市東灘区

魚住南町１丁目６番

１３号

りんごケアス

テーション

２８７０１０３１４６

サービス種類指定年月日指定申請者の所在地
指定申請者

の名称
事業所等の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

同行援護令和２年

５月１日

兵庫県神戸市中央区

八幡通３丁目２－１１

兵庫県高齢者

生活協同組合

兵庫県神戸市長田区

大橋町９丁目４－６

高齢者生協ケ

アステーショ

２８１０６００１８５



１１８３

　

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第１９２号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定に基づいて事業を廃止する旨の届出があったため，同

法第５１条第２号の規定により告示する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

ンながた

居宅介護令和２年

５月１日

兵庫県神戸市西区玉

津町今津６４０－１２

株式会社　リ

バティ

兵庫県神戸市垂水区

千鳥が丘２丁目７番

２５号

リバティライ

フホームケア

２８１０８０１５５１

重度訪問介護令和２年

５月１日

兵庫県神戸市西区玉

津町今津６４０－１２

株式会社　リ

バティ

兵庫県神戸市垂水区

千鳥が丘２丁目７番

２５号

リバティライ

フホームケア

２８１０８０１５５１

居宅介護令和２年

５月１日

京都府宇治市五ケ庄

広岡谷２－１８５

ハートフリー

株式会社

兵庫県神戸市中央区

港島中町３丁目１番

地の２　神戸ポート

アベニュー南棟１階

５号室

へるぱーすて

ーしょんレッ

ツ

２８１５１０１７６７

重度訪問介護令和２年

５月１日

京都府宇治市五ケ庄

広岡谷２－１８５

ハートフリー

株式会社

兵庫県神戸市中央区

港島中町３丁目１番

地の２　神戸ポート

アベニュー南棟１階

５号室

へるぱーすて

ーしょんレッ

ツ

２８１５１０１７６７

サービス種類
廃止の

年月日

事業者の主たる

事務所の所在地
事業者の名称事業所等の所在地

事業所等の

名称
事業所番号

居宅介護令和２年

４月３０日

兵庫県神戸市兵庫区

荒田町４丁目１３番８

号

社会福祉法人

はっく兵庫

兵庫県神戸市兵庫区

荒田町４丁目１３番８

号　フリックコート

荒田３０５号室

ひだまりぽっ

か

２８１０５０１３５９

重度訪問介護令和２年

４月３０日

兵庫県神戸市兵庫区

荒田町４丁目１３番８

号

社会福祉法人

はっく兵庫

兵庫県神戸市兵庫区

荒田町４丁目１３番８

号　フリックコート

荒田３０５号室

ひだまりぽっ

か

２８１０５０１３５９

居宅介護令和２年

４月３０日

兵庫県神戸市中央区

海岸通４番地　新明

海ビル３０５号

コンフィット

株式会社

兵庫県神戸市兵庫区

浜崎通１－３９

ヘルパーステ

ーション十人

十色　神戸南

２８１０５０１５２４

重度訪問介護令和２年

４月３０日

兵庫県神戸市中央区

海岸通４番地　新明

海ビル３０５号

コンフィット

株式会社

兵庫県神戸市兵庫区

浜崎通１－３９

ヘルパーステ

ーション十人

十色　神戸南

２８１０５０１５２４

居宅介護令和２年

４月３０日

兵庫県神戸市中央区

海岸通４番地新明海

ビル３０５号

コンフィット

株式会社

兵庫県神戸市長田区

雲雀ケ丘３－８－２３

ヘルパーステ

ーション十人

十色　神戸長

田

２８１０６０１７３８



　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１９３号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により，道路の区域を次のように変更

し，同条第２項の規定により，令和２年６月２４日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和２年７月７日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年６月２３日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１９４号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により，道路の区域を次のように変更

し，同条第２項の規定により，令和２年６月２４日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和２年７月７日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年６月２３日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １１８４

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

４．００４０．００新神戸市北区藤原台中町７丁

目１３番２０地先から

神戸市北区藤原台中町７丁

目１番２８地先まで

藤原台中町

７２号線

市道

４．００４０．００旧

重度訪問介護令和２年

４月３０日

兵庫県神戸市中央区

海岸通４番地新明海

ビル３０５号

コンフィット

株式会社

兵庫県神戸市長田区

雲雀ケ丘３－８－２３

ヘルパーステ

ーション十人

十色　神戸長

田

２８１０６０１７３８

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

最大　　４．００

最小　　３．００

２１．８０新神戸市東灘区魚崎北町７丁

目９９番１地先から

神戸市東灘区魚崎北町７丁

目９９番１地先まで

魚崎北町５９

号線

市道

最大　　３．２０

最小　　２．００

２１．８０旧



１１８５

―――――――――――――――――

神戸市告示第１９５号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により，道路の区域を次のように決定

し，同条第２項の規定により，令和２年６月２４日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和２年７月７日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年６月２３日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１９６号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により，道路の区域を次のように決定

し，同条第２項の規定により，令和２年６月２４日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和２年７月７日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年６月２３日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）
区　　　間路線名

道路の

種類

最大 　１９．８０

最小　　５．５０

２８８．８０神戸市北区淡河町淡河字丸山９９０

番２地先から

神戸市北区淡河町淡河字天正寺

１０８０番１地先まで

淡河１５号線市道

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）
区　　　間路線名

道路の

種類

最大 　４３．６０

最小　　４．６０

８４６．８０神戸市北区八多町西畑字宮ノ前

９０５番地先から

神戸市北区淡河町野瀬字溝東８４４

番地先まで

八多西畑１号

線

市道

最大 　１７．８０

最小　　４．３０

２９３．１０神戸市北区八多町西畑字市太郎畑

９４４番地先から

神戸市北区八多町西畑字宮ノ前

８９８番地先まで

八多西畑２号

線



　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１９７号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条の規定により，市道路線を次のように廃止する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，一般の縦覧に供する。

　　令和２年６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造

廃止する市道路線

　県営土地改良事業淡河地区鳴川工区内の従前の市道路線。ただし，野瀬屏風線の全線及び鳴

川線の一部を除く。

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１９８号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により，道路の区域を次のように変更

し，同条第２項の規定により，令和２年６月２４日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和２年７月７日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年６月２３日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １１８６

最大　　７．４０

最小　　４．４０

１９３．２０神戸市北区八多町西畑字宮ノ前

８８６番地先から

神戸市北区八多町西畑字道北８５６

番地先まで

八多西畑３号

線

最大 　１１．１０

最小　　４．５０

２０３．７０神戸市北区八多町西畑字道北８６０

番地先から

神戸市北区八多町西畑字道北８６８

番地先まで

八多西畑４号

線

最大 　１１．４０

最小　　５．４０

１８５．７０神戸市北区淡河町野瀬字東芦原

１５１５番地先から

神戸市北区淡河町野瀬字東芦原

２２００番地先まで

八多西畑５号

線

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

最大　１１．１０１４．１新神戸市西区白水３丁目５９３明石神戸宝県道



１１８７

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１９９号

　神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和５８年４月条例第３

号）第１１条第２項（同条例第１２条第２項において準用する場合を含む。）の規定により自転車

等を撤去し，及び保管したので，同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

　　令和２年６月２３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造

１　自転車等の保管及び返還の場所，自転車等が置かれ，又は放置されていた場所，撤去及び

　保管した自転車等の台数，撤去及び保管した年月日並びに問い合わせ先別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　⑴　西部保管所・西代保管所

　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

　⑵　須磨保管所・名谷保管所

　　ア　火曜日・木曜日　午後３時から午後７時まで

　　　　（ただし、即時撤去日より７日間は⑴と同様の運用とする。）

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

　　自転車等の利用者等は，当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは，その住

　所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し

　なければならない。

５　その他

　　この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から

　１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相

　当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないと

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表　

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

最小  　８．５０番１１地先から

神戸市西区白水３丁目５９３

番６地先まで

塚線

最大 　１０．５０

最小  　８．５０

１４．１旧

問 い 合 わ せ 先
撤去及び保管した

年月日

撤去及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管および

返還の場所

神戸市須磨区妙法寺字ヌメリ石

１番地の１
令和２年５月１２日台３自転車長田・須磨区管内長期放置

長田区西代通１丁目１番

西代保管所



　

  公     告  

神戸市公告第２１１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５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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １１８８

令和２年５月１９日台４自転車長田・須磨区管内長期放置
長田区西代通１丁目１番

西代保管所

令和２年５月２８日
台

台

２２

１

自転車

原動機付自転車
長田・須磨区管内長期放置

長田区西代通１丁目１番

西代保管所

産業振興センター高圧ケーブル他更新工事工 事 名

神戸市中央区東川崎町１－８－４工事場所

令和３年１月２９日完成期限

産業振興センターの高圧ケーブル及び受変電機器の更新工事一式工事概要

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

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般Ｂ又はＣ

　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

その他



１１８９

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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

　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６月５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

　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



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２１２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５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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １１９０

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

大沢地域福祉センター屋根・外壁他改修工事工 事 名

神戸市北区大沢町中大沢字泓９９６－１工事場所

令和２年１２月２８日完成期限

屋根改修，防水改修，外壁改修及び塗装改修工事工事概要

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。その他



１１９１

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

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

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。

令和２年６月５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
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２１３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５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １１９２

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。

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」

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

桜の宮中学校昇降機設備工事工 事 名

神戸市北区大脇台６－１工事場所

令和２年１１月３０日完成期限

普及型標準タイプ機械室レスロープ式乗用エレベーター１基の設置及び調整一

式
工事概要



１１９３

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

　　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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

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

機械器具設置工事業に係る建設業の許可建設業の許可

機械器具設置工事業の総合評定値が１，０００点以上
経営事項審査

の結果の点数

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

令和２年６月５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
提出期間



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２１４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５日

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １１９４

　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）

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」

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



１１９５

     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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

新垂水体育館建設前整備工事工 事 名

神戸市垂水区平磯１丁目１７００番の一部工事場所

令和２年１０月１６日完成期限

進入路整備工事　一式

ゴルフレンジ他とりこわし工事　一式

上記に伴う，電気・機械設備の盛替え工事　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なう事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

解体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「解体」を希望業種と

して登録していること（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

　　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

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。

　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。

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １１９６

　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５日（金）～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）

提出期間

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



１１９７

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２１５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５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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３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

東部市場仲卸売場棟幹線他改修工事工 事 名

神戸市東灘区深江浜町１－１工事場所

令和３年２月１９日完成期限

東部市場仲卸売場棟の幹線改修及び火災復旧工事一式。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

電気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

電気一般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。

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

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １１９８

　・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６月５日（金）～６月１９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２２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月２３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２４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。
方　　法



１１９９

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２１６号

　都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第１６条の規定により，神戸国際港都建設事業垂水中央

東地区第一種市街地再開発事業の事業計画を２週間公衆の縦覧に供するので，都市再開発施行

令（昭和４４年政令２３２号）第３条の規定により次のとおり公告します。

　　令和２年６月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造

１　縦覧期間

　　令和２年６月１６日から令和２年６月２９日

２　縦覧場所

　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号三宮国際ビル８階

　　神戸市都市局市街地整備部市街地整備課

３　縦覧時間

　　閉庁日を除く午前９時００分から午後５時００分まで

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第２２１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１０日

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

　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」

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。）

３　入札に必要な書類を示す場所

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １２００

夢野児童館外壁改修他工事工 事 名

神戸市兵庫区湊川町７丁目６－５工事場所

令和２年１１月２０日完成期限

屋根改修工事，外壁改修工事，塗装改修工事及びその他改修工事工事概要

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



１２０１

　　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。

　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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

令和２年６月１０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。　

―――――――――――――――――

神戸市公告第２２２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１０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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １２０２

中央区・兵庫区内　地下道等照明設備更新工事工 事 名

神戸市中央区楠町１丁目～７丁目，神戸市兵庫区熊野町５丁目～夢野町４丁目，

神戸市兵庫区菊水町９丁目～鵯越町２，神戸市中央区真砂通２丁目，神戸市中

央区二宮町１丁目，神戸市兵庫区菊水町１０丁目～熊野町１０丁目

工事場所

令和２年８月３１日完成期限

各所地下道の照明設備更新工事の材工試験調整の一切工事概要

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

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般Ｂ又はＣ

　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。

その他



１２０３

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。

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

　・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６月１０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



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２２３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１０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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １２０４

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

神戸市立更生センター屋根改修工事工 事 名

神戸市中央区割塚通１丁目２番２０号工事場所

令和２年１２月２５日完成期限

屋根・パラペット・屋上防水改修工事工事概要

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

その他



１２０５

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

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

　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。

令和２年６月１０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



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２２４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１０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

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １２０６

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

東部市場第一加工場・関連事業所棟設備改修工事工 事 名

神戸市東灘区深江浜町１－１工事場所

令和２年１１月３０日完成期限

東部市場第一加工場・関連事業所棟設備改修工事に伴う，機械設備工事・電気

設備工事一式。
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

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



１２０７

　　（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

　　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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ｂ又はＣ

　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。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

※　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１０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
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２２５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１０日

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １２０８

　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）

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



１２０９

     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。）

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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

垂水処理場　１系２号消化タンク汚泥配管改修工事工 事 名

神戸市垂水区平磯１丁目１－６５　垂水処理場内工事場所

令和３年１月３１日完成期限

本工事は，垂水処理場内の１系２号消化タンク汚泥配管の改修を行うものであ

る。

　１系２号消化タンク汚泥配管改修工　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

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

機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可建設業の許可

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



　　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。

　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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １２１０

令和２年６月１０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（以下「本市の休日」という。）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）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５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



１２１１

　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２２６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１０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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３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

埋蔵文化財センター空調設備改修工事工 事 名

神戸市西区糀台６丁目１工事場所

令和３年１月１５日完成期限

埋蔵文化財センターの空調設備を改修する機械・電気設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

管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

管一般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

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

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １２１２

　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６月１０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



１２１３

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２２７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１０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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３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

大原中学校外壁改修他工事工 事 名

神戸市北区大原１丁目１９工事場所

令和３年３月１５日完成期限

既存校舎外壁改修工事一式，金属屋根改修工事一式，既存校舎便所改修工事一

式，仮設トイレ建設・撤去工事一式，屋内運動場床改修工事一式，普通教室床

改修工事一式，雨漏れによる漏水改修工事一式，上記工事に伴う設備工事一式

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建設業の許可

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」



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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １２１４

　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。

建築一般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

　　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１０日（水）～６月２３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



１２１５

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２２８号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）第４条に規定する特定調達契約（以下「特

定調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市契約規則（昭和３９年３

月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の５第１項において読み替える規則第４条及

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

第１日目　令和２年６月２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月２５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２６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」

　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



　　令和２年６月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　令和２年度　圧縮空気泡消火装置付小型タンク車の製作

　⑵　数量

　　　２台

　⑶　納入場所

　　　市民防災総合センター内整備工場

　　　神戸市北区ひよどり北町３－１

　⑷　納入期限

　　　令和３年３月９日

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

　入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由で

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

　　の間に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受け

　　ていないこと。

　⑶　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　当該物品の納入後において，修理，点検その他のアフターサービスを本市の求めに応じ

　　て速やかに提供できると認められること。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

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方法及び審査の通知の方法等については，

　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年６月２４日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １２１６



１２１７

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年６月２４日（水）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（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

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

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年６月２５日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年６月２６日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

  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２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和２年７月２９日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年７月３０日（木）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年７月３０日（木）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年７月２９

　　　日（水）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号



　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年７月３０日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号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。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　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入したとき。

　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　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⑿　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　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

　問わず，規程第１０条の規定により定めた予定価格（以下「予定価格」という。）の１１０分の

　１００に相当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。た
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　だし，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項の規定により，予定価

　格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入

　札者の価格によっては，「低入札価格調査手続要綱」（平成８年１月２２日市長決定）に基づ

　き，他の入札者を落札者とすることがあります。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすること

　ができます。

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２６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。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午から

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　Summary

　⑴　Contract Content : Manufacture of small tank cars equipped with CAFS.

　⑵　Quantity : ２

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m．June 26, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 30, 2020.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho, 

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第２２９号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）第４条に規定する特定調達契約（以下「特

定調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市契約規則（昭和３９年３

月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の５第１項において読み替える規則第４条及

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年６月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類
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　　　ポンプ付救助車の製作

　⑵　数量

　　　２台

　⑶　納入場所

　　　市民防災総合センター内整備工場

　　　神戸市北区ひよどり北町３－１

　⑷　納入期限

　　　令和３年３月９日

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

　入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由で

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

　　の間に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受け

　　ていないこと。

　⑶　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　当該物品の納入後において，修理，点検その他のアフターサービスを本市の求めに応じ

　　て速やかに提供できると認められること。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

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方法及び審査の通知の方法等については，

　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年６月２４日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付
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　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年６月２４日（水）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（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

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

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年６月２５日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年６月２６日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

  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２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和２年７月２９日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年７月３０日（木）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年７月３０日（木）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年７月２９

　　　日（水）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階
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　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年７月３０日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号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。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　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入したとき。

　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　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⑿　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　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

　問わず，規程第１０条の規定により定めた予定価格（以下「予定価格」という。）の１１０分の 

　１００に相当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。た

　だし，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項の規定により，予定価

　格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入

　札者の価格によっては，「低入札価格調査手続要綱」（平成８年１月２２日市長決定）に基づ

　き，他の入札者を落札者とすることがあります。
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１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすること

　ができます。

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２６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。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午から

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６  Summary

　⑴　Contract Content : Manufacture of rescue vehicle with pomp.

　⑵　Quantity : ２

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m．June 26, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 30, 2020.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho, 

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第２３０号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）第４条に規定する特定調達契約（以下「特

定調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市契約規則（昭和３９年３

月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の５第１項において読み替える規則第４条及

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年６月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　はしご付消防自動車の製作

　⑵　数量

　　　１台

　⑶　納入場所
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　　　市民防災総合センター

　　　神戸市北区ひよどり北町３－１

　⑷　納入期限

　　　令和３年３月１９日

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

　入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由で

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

　　の間に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受け

　　ていないこと。

　⑶　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　当該物品の納入後において，修理，点検その他のアフターサービスを本市の求めに応じ

　　て速やかに提供できると認められること。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

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方法及び審査の通知の方法等については，

　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年６月２４日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年６月２４日（水）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（以下「本市の休日」という。）
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　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

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

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年６月２５日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年６月２６日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

  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２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和２年７月２９日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年７月３０日（木）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年７月３０日（木）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年７月２９

　　　日（水）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時
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　　　令和２年７月３０日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号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。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　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入したとき。

　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　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⑿　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　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

　問わず，規程第１０条の規定により定めた予定価格（以下「予定価格」という。）の１１０分の

　１００に相当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。た

　だし，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項の規定により，予定価

　格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入

　札者の価格によっては，「低入札価格調査手続要綱」（平成８年１月２２日市長決定）に基づ

　き，他の入札者を落札者とすることがあります。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすること
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　ができます。

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２６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。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午から

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　 Summary

　⑴　Contract Content : Manufacture of fire truck with ladder.

　⑵　Quantity : １

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m．June 26, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 30, 2020.

　⑸ Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho,

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第２３１号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）第４条に規定する特定調達契約（以下「特

定調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市契約規則（昭和３９年３

月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の５第１項において読み替える規則第４条及

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年６月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　１３ｍ放水塔付消防自動車の製作

　⑵　数量

　　　１台

　⑶　納入場所

　　　市民防災総合センター内整備工場

　　　神戸市北区ひよどり北町３－１

　⑷　納入期限

　　　令和３年３月１９日
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　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

　入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由で

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

　　の間に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受け

　　ていないこと。

　⑶　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　当該物品の納入後において，修理，点検その他のアフターサービスを本市の求めに応じ

　　て速やかに提供できると認められること。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

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方法及び審査の通知の方法等については，

　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年６月２４日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年６月２４日（水）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（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）
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 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

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

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年６月２５日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年６月２６日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

  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２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和２年７月２９日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年７月３０日（木）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年７月３０日（木）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年７月２９

　　　日（水）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年７月３０日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所
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　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号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。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　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入したとき。

　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　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⑿　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　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

　問わず，規程第１０条の規定により定めた予定価格（以下「予定価格」という。）の１１０分の

　１００に相当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。た

　だし，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項の規定により，予定価

　格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入

　札者の価格によっては，「低入札価格調査手続要綱」（平成８年１月２２日市長決定）に基づ

　き，他の入札者を落札者とすることがあります。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすること

　ができます。

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
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　ることができます。

　　ただし，令和２年６月２６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。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午から

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　Summary

　⑴　Contract Content : Fire truck with water discharge tower 13 meters long.

　⑵　Quantity : １

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m．June 26, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 30, 2020.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho, 

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第２３２号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）第４条に規定する特定調達契約（以下「特

定調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市契約規則（昭和３９年３

月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の５第１項において読み替える規則第４条及

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年６月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　令和２年度　資材搬送ポンプ車の製作について

　⑵　数量

　　　２台

　⑶　納入場所

　　　市民防災総合センター内整備工場

　　　神戸市北区ひよどり北町３－１

　⑷　納入期限

　　　令和３年２月２５日

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子
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　入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由で

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

　　の間に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受け

　　ていないこと。

　⑶　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　当該物品の納入後において，修理，点検その他のアフターサービスを本市の求めに応じ

　　て速やかに提供できると認められること。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

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方法及び審査の通知の方法等については，

　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年６月２４日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年６月２４日（水）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（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付
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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

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年６月２５日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年６月２６日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

  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２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和２年７月２９日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年７月３０日（木）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年７月３０日（木）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年７月２９

　　　日（水）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年７月３０日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１０　入札保証金
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　　規則第７条第２号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。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　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入したとき。

　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　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⑿　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　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

　問わず，規程第１０条の規定により定めた予定価格（以下「予定価格」という。）の１１０分の

　１００に相当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。た

　だし，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項の規定により，予定価

　格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入

　札者の価格によっては，「低入札価格調査手続要綱」（平成８年１月２２日市長決定）に基づ

　き，他の入札者を落札者とすることがあります。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすること

　ができます。

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２６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。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午から
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　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　Summary

　⑴　Contract Content : Manufacture of material transport pump car.

　⑵　Quantity : ２

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m．June 26, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 30, 2020.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho,

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第２３３号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）第４条に規定する特定調達契約（以下「特

定調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市契約規則（昭和３９年３

月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の５第１項において読み替える規則第４条及

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年６月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　特殊災害対応タンク車の製作

　⑵　数量

　　　２台

　⑶　納入場所

　　　市民防災総合センター内整備工場

　　　神戸市北区ひよどり北町３－１

　⑷　納入期限

　　　令和３年３月９日

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

　入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由で

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。
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　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

　　の間に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受け

　　ていないこと。

　⑶　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　当該物品の納入後において，修理，点検その他のアフターサービスを本市の求めに応じ

　　て速やかに提供できると認められること。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

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方法及び審査の通知の方法等については，

　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年６月２４日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年６月２４日（水）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（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

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

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年６月２５日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）
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　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年６月２６日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

  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２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和２年７月２９日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年７月３０日（木）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年７月３０日（木）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年７月２９

　　　日（水）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年７月３０日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号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。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。
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　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入したとき。

　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　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⑿　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　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

　問わず，規程第１０条の規定により定めた予定価格（以下「予定価格」という。）の１１０分の

　１００に相当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。た

　だし，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項の規定により，予定価

　格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入

　札者の価格によっては，「低入札価格調査手続要綱」（平成８年１月２２日市長決定）に基づ

　き，他の入札者を落札者とすることがあります。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすること

　ができます。

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２６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。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午から

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　 Summary

　⑴　Contract Content : Manufacture of special disaster tank car.

　⑵　Quantity : ２
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⑶ Deadline for submitting application forms and other required documents by

　those intending to make bids : 5:00 p.m．June 26, 2020.

⑷ Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 30, 2020.

⑸ Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration

　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho,

　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第２４４号

　神戸複合産業団地（神戸テクノ・ロジスティックパーク）〔工業２１工区〕における製造工場

用地の買受人の公募を次のとおり行います。

　令和２年６月２３日　

神戸市長　久　元　喜　造

１　公募区画

　注　１）　契約は，上記記載面積にて締結します。

２） 公募区画の分割はできません。

３） 建ぺい率６０％，容積率２００％です。

４） 当該区画を含む区域は「神戸複合産業団地地区計画（平成２７年１２月７日変更）」

が定められています。

２　公募のしおり及び申込用紙の配布期間・配布場所

⑴ 配布期間

令和２年６月２３日（火）から令和２年８月５日（水）まで（ただし，土日祝日は除く）

午前９時から正午まで，及び午後１時から午後５時まで

⑵ 配布場所

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２３階

神戸市都市局新都市事業部企業誘致課／電話（０７８）３２２－５７０３（直通）

３　公募（申込み）期間・受付場所

　令和２年７月３０日（木）から令和２年８月５日（水）まで（ただし，土日祝日は除く）

　　午前９時から正午まで，及び午後１時から午後５時まで

　　受付場所等は，２⑵配布場所と同じです。

４　申込み条件等

⑴ 対象事業者

当該区画を買受け，かつ，近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関

　する法律（昭和３９年法律第１４５号，以下「近々法」という）第２条第３号に規定する製造

　工場等を，自ら建設・経営する事業者
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面　　積地　目用途地域所　　在
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　⑵　申込者の資格

　　　公募のしおりに定める資格要件を満たす者

　⑶　その他の条件

　　　土地利用計画との整合，土地利用上の制限，操業等の義務，権利の譲渡等の制限，連帯

　　保証人及び契約の履行等について，公募のしおりに定めるところによります。

５　分譲に関する条件

　⑴　分譲価格（単価）

　　　１平方メートル当たり１３５，０００円

　　　なお，一定の要件に該当する場合は，割引制度をご利用いただくことができます。

　⑵　土地売買代金

　　　土地売買代金は，１平方メートル当たりの分譲価格（単価）に分譲面積を乗じた額とし，

　　１，０００円未満は切捨てとします。

　⑶　代金の支払方法

　　　土地売買契約締結の日までに土地売買代金の１０％，土地引渡しの日までに残額をお支払

　　いください。　　　

６　買受人の決定

　⑴　買受申込書等提出された資料に基づき，近々法に定められた買受人としての資格等の有

　　無について審査します。

　⑵　複数の事業者からの申込みがあり，⑴の審査で買受人としての資格等を有すると判断さ

　　れた買受希望者の内，買受申込書の提出時に提出された分譲割引項目選択表の合計割引率

　　が低い事業者を買受人として決定します。

　⑶　なお，買受申込書の提出時に提出された分譲割引項目選択表において，合計割引率が同

　　じ場合は，抽選にて勝札を得た事業者を買受人として決定します。

　※選考の結果，申込みに添えない場合があることを了承ください。

７　契約の締結

　　契約は，買受人決定の日から概ね３か月後までに締結していただきます。

　　契約締結後，神戸市都市局新都市事業部のホームページで公募結果の公表を行います。

８　土地の引渡し

　　土地の引渡しは，土地売買代金及びその他本市に支払う金銭が完納された後，現地立ち会

　いの上，現状有姿で土地引渡書により行います。　　

９　その他

　　公募の詳細については，公募のしおりをご覧ください。

―――――――――――――――――

神戸市公告第２４５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２３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １２４０



１２４１

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市灘区六甲山町北六甲４５１２番２４８，４５１２番５４７の一部

　　神戸市灘区六甲山町東山ノ内西谷１０３５番３６

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島県広島市東区二葉の里二丁目５番２５号

　　久保　允誉

３　許可番号

　　　平成２９年８月２８日　第６８１２号

　　変更許可番号

　　　令和２年４月１３日　第１３７３号

―――――――――――――――――

神戸市公告第２４６号

　ポートアイランド（第２期）研究・文化施設用地Ａの買受人にかかる令和２年度の第１回公

募を次のとおり行います。

　　令和２年６月２３日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　公募区画

　　注　１）　契約は，実測面積の数量にて締結します。

 　　　なお，当該区画の地番及び面積は，分筆登記後に確定します。　

 ２）　当該公募区画の分割はできません。

 ３）　建ぺい率６０％，容積率２００％です。

２　現地見学会

　　令和２年７月１４日（火）１０時～１１時　※要事前予約，雨天決行

　　申込み方法等は，公募のしおりをご覧ください。

３　申込受付期間

　　令和２年７月３０日（木）から同年８月５日（水）午後５時まで

４　買受人の決定

　⑴　買受申込書等提出された資料に基づき，買受人としての資格等の有無について審査しま

　　す。

　　※　選考の結果，申込みに添えない場合があることを了承ください。

　⑵　複数の事業者からの申込みがあり，⑴の審査で買受人としての資格等を有すると判断さ

　　れた買受希望者の内，買受申込書の提出時に提出された分譲割引項目選択表の合計割引率

　　が低い事業者を買受人として決定し，申込者に通知します。

　⑶　なお，買受申込書の提出時に提出された分譲割引項目選択表において，合計割引率が同
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面　　積地　目用途地域所　　在
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　　じ場合は，抽選にて勝札を得た事業者を買受人として決定し，申込者に通知します。

　　※　複数企業から申込みがあり，抽選となった場合は，後日神戸市より連絡します。

５　契約の締結

　　契約は，買受人の決定通知から３か月以内に，公正証書により締結していただきます。

　　契約締結後，神戸市都市局新都市事業部のホームページで公募結果の公表を行います。

６　土地の引渡し

　　土地の引渡しは，土地売買代金及びその他本市に支払う金銭が完納された後，現状有姿で

　土地引渡書により行います。

７　分譲に関する条件

　⑴　分譲価格

　　　１平方メートル当たり１９２，６００円

　　　なお，一定の要件に該当する場合は，割引制度をご利用いただくことができます。

　⑵　土地売買代金

　　　土地売買代金は，上記⑴の１平方メートル当たりの分譲価格に分譲面積を乗じた額とし，

　　１，０００円未満は切捨てとします。

　⑶　土地売買代金の納入方法

　　　土地売買契約締結の日までに土地売買代金の１０％，土地引渡しの日までに残額をお支払

　　いください。

８　申込み条件等

　⑴　対象事業者

　　　ポートアイランド（第２期）研究・文化施設用地Ａの用途に適合する事業者（研究開発

　　事業，教育事業又はスポーツレクリエーション及びこれらに付随する関連事業を行う者）。

　⑵　申込者の資格

　　　公募のしおりに定める資格要件を満たす者。

　⑶　その他の条件

　　　土地の利用計画との整合，土地利用上の制限，操業等の義務，権利の譲渡等の制限，契

　　約の履行等について，公募のしおりに定めるところによります。

９　公募のしおり及び申込用紙の配布

　⑴　配布開始日

　　　令和２年６月２３日（火）から

　⑵　配布場所

　　　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２３階

　　　神戸市都市局新都市事業部企業誘致課／電話（０７８）３２２－６５２９（直通）

１０　申込書の受付場所及び問合せ先

　　配布場所と同じです。

１１　その他

　　公募の詳細については，公募のしおりをご覧ください。

―――――――――――――――――
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神戸市公告第２４７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２３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

　　神戸市垂水区多聞町字小束山８６８番１３９３，小束山手１丁目８６８番１１６０，８６８番１１６１，

　　８６８番１１６２，８６８番１１６３，８６８番１１６４，８６８番１１６５

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　大阪市中央区伏見町４丁目２番１４号

　　　マスターズコミュニティ株式会社

　　　　代表取締役社長　緒方　一彦

３　許可番号

　　平成３０年６月２６日　第６８８３号

　

  水  道  局  

神戸市水道公告第３４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５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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

東灘（住吉南町３丁目他）配水管取替工事工 事 名

神戸市東灘区住吉南町３丁目，住吉南町５丁目，住吉宮町１丁目，魚崎西町４

丁目
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３月31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

布設：φ７５（給水）－２．２ｍ，φ７５－２．１ｍ，φ１００－３．６ｍ，φ１５０－２８６．０ｍ，

　　　φ２００－２７．８ｍ，φ３００－９．３ｍ，φ４００－３２０．３ｍ，φ５００－１．８ｍ
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。）

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １２４４

撤去：φ７５（給水）－２．２ｍ，φ７５－２．１ｍ，φ１００－０．４ｍ，φ１５０－２８６．５ｍ，

　　　φ２００－２８．１ｍ，φ３００－０．７ｍ，φ５００－６０．７ｍ，φ５００（残置）－２５０．２ｍ

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

参加資格の土木一般の総合点数が９５０点以上のものは施工実績の提出は

不要とする。

施工実績

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

その他



１２４５

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

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。

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

令和２年６月５日（金）～６月１９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２２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月２３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２４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」

方 法

　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。



　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３５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１０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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １２４６

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

兵庫（湊町他）配水管取替工事工 事 名

神戸市兵庫区湊町１～４丁目，新開地４～６丁目工事場所

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３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年８月３１日

（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

管布設延長：φ７５－５．５ｍ，φ１００－１９．３ｍ，φ１５０－１２０３．６ｍ，φ２００－１．７ｍ

　　　　　　φ７５（給）－８．１ｍ，φ１００（給）－２．５ｍ，φ１５０（給）－１．６ｍ

管撤去延長：φ７５－５．２ｍ，φ１００－１０．２ｍ，φ１５０－１１４４．８ｍ，φ２００－８６．４ｍ，

　　　　　　φ７５（給）－８．４ｍ，φ１００（給）－３．０ｍ，φ１５０（給）－１．６ｍ

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

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可



１２４７

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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３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。

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

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。

施工実績

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



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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １２４８

令和２年６月１０日（水）～６月２３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２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月２５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２６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



１２４９

神戸市水道公告第３７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１０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２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号

西垂水第２高層配水場次亜塩注入設備新設工事工 事 名

神戸市垂水区学が丘３丁目４　西垂水第２高層配水場工事場所

令和３年３月１２日完成期限

　西垂水第２高層配水場に新築する薬注室に次亜塩素酸ナトリウム（以下「次

亜塩」という。）注入装置を新設し，既設入水３系統に次亜塩を注入するため

の工事で，新設薬注室から既設入水系統の各注入点までの配管設置も併せて行

うもので新設薬注室内の必要な電気工事は，別途施設課電機係発注の電気工事

にて行うものとする。

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

機械器具設置工事業及び水道施設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

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

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

　　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。

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １２５０

　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。

　令和２年６月１０日（水）～６月１９日（金）

　土曜，日曜，祝日を除く，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２２日（月）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年６月２３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２４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」

方 法



１２５１

　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。

  監 査 委 員  

監査公表第５号

　　令和２年６月１０日

神戸市監査委員　　細　　川　　明　　子　

同　　　　　　　　藤　　原　　武　　光　

同　　　　　　　　山　　本　　嘉　　彦　

同　　　　　　　　河　　南　　ただかず　

監　　査　　公　　表

　地方自治法第２４２条第１項の規定により提出された住民監査請求（令和２年４月１７日提出）

について，同条第４項の規定に基づき監査を行った結果を同項の規定に基づき別紙のとおり公

表します。

記

　　請求人　　Ａ　

　

  訂     正  

　令和２年４月１４日付神戸市公報第３６５４号に掲載の神戸市水道管理規程第３３号について，誤り

がありましたので次の箇所を削除します。

・３５１頁　上から１５行目

―――――――――――――――――

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３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



　令和２年４月１４日付け神戸市公報第３６５４号に掲載の神戸市教育委員会規則第２０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。

　（４０７ページ上から２０行目）

誤　第１４条を第１５条とし，第１３条の次に次の１条を加える。

正　第１４条を第１５条とし，第１３条を次のように改める。

―――――――――――――――――

　令和２年５月１９日付け神戸市公報第３６５８号に掲載の神戸市教育委員会教育長訓令甲第７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。

　（７４０ページ上から１０行目）

誤

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

正

令和２年６月２３日   神  戸  市  公  報   第３６６３号 １２５２
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