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  ［行財政局契約監理課］
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　丘住宅１～１０号棟とりこわし及び敷地整備

　工事）  ［行財政局契約監理課］

▽簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制

　限付一般競争入札による契約の締結（神戸

　空港ブロック製作工事（その３））

  ［行財政局契約監理課］
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　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（垂水学校給食共同調理場空調設備

　工事）  ［行財政局契約監理課］

▽都市公園の設置（皆竹小公園）

  ［建設局公園部管理課］

▽神戸国際港都建設下水道事業の認可に係る

　図書の写しの縦覧（神戸市公共下水道）

  　［都市局都市計画課］

▽開発行為に関する工事の完了（神戸市須磨

　区緑が丘２丁目１番３，１番２９）

  　　　［都市局指導課］

水   道   局

▽水道局職員出勤簿等取扱規程の一部を改正

　する規程 　［水道局経営企画課］

▽神戸市水道局会計規程の一部を改正する規

　程  　［水道局経営企画課］

▽水道局副局長等専決規程の一部を改正する

　規程  　［水道局経営企画課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（烏原ポンプ場坑外電気設備更新工

　事）  　　　［水道局施設課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（垂水（南多聞台８丁目）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（浜中町他）配水管新設工事）

  　　　［水道局配水課］

交   通   局

▽特定調達契約に係る随意契約による相手方

　の決定（共用社局サーバシステム運用保守

　業務　一式） 　［交通局営業推進課］
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▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（長田駅エレベータ更新工事）

   　［交通局総務課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（伊川谷駅エレベータ更新工事）
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訂      正

▽令和２年４月１４日付け　神戸市公報第３６５４

　号中 　　　［人事委員会事務局調査課］

▽令和２年４月１４日付け　神戸市公報第３６５４
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  規     則  

　神戸市立図書館条例施行規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

     神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第９１号

　　　神戸市立図書館条例施行規則

　（目的）

第１条　この規則は，神戸市立図書館条例（昭和２５年１０月条例第２０６号。以下「条例」とい 

　う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　（休館日）

第２条　条例第２条に規定する図書館（以下「市立図書館」という。）の休館日は，次に掲げ

　る日とする。

　⑴　月曜日（当該日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

　　（以下「休日」という。）に当たる場合（北図書館，須磨図書館及び西図書館にあっては，

　　当該日が神戸市立文化センター条例施行規則（昭和５６年８月規則第４４号）第６条に規定す

　　る休館日でない場合に限る。）は，その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日）

　⑵　１２月２９日から翌年１月３日までの日

　⑶　蔵書の点検に係る期間として，次に掲げる区分に応じ，それぞれ１年につき次に定める

　　日数を超えない範囲内で市長が市立図書館ごとに指定する期間内の日

　　ア　中央図書館　１４日

　　イ　中央図書館以外の市立図書館　７日

　⑷　市立図書館内の整理に係る期間として，１年につき４日を超えない範囲内で市長が指定

　　する日（中央図書館に限る。）

　⑸　前各号に掲げるもののほか，市長が特に必要があると認める日

２　市長は，市立図書館の管理運営上特に必要があると認めるときは，前項第１号から第４号

　までの規定にかかわらず，これらの日に開館することができる。

　（開館時間）

第３条　次の各号に掲げる市立図書館の開館時間は，当該各号に定めるとおりとする。

　⑴　中央図書館　午前９時１５分から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日あっては，午前

　　９時１５分から午後６時まで

　⑵　東灘図書館　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日にあっては，午前１０

　　時から午後６時まで

　⑶　灘図書館　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日あっては，午前１０時か

　　ら午後６時まで

　⑷　三宮図書館　午前１０時から午後９時まで。ただし，日曜日及び休日あっては，午前１０時

　　から午後６時まで

　⑸　兵庫図書館　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日あっては，午前１０時

　　から午後６時まで

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１２５６



１２５７

　⑹　北図書館　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日あっては，午前９時か

　　ら午後５時まで

　⑺　北神図書館　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日あっては，午前１０時

　　から午後６時まで

　⑻　新長田図書館　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日あっては，午前１０

　　時から午後６時まで

　⑼　須磨図書館　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日あっては，午前９時

　　から午後５時まで

　⑽　垂水図書館　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日あっては，午前１０時

　　から午後６時まで

　⑾　西図書館　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日あっては，午前９時か

　　ら午後５時まで

２　市長は，市立図書館の管理運営上特に必要があると認めるときは，前項の規定にかかわら

　ず，同項の開館時間を変更することができる。

　（館外貸出）

第４条　市長又は条例第８条第１項の規定に基づき市長の指定を受けたもの（以下「指定管理

　者」という。）が管理する図書館にあっては指定管理者（以下「市長等」という。）は，市

　立図書館の利用者（以下「利用者」という。）のうち，次の各号に掲げる者に対して，図書

　館法（昭和２５年法律第１１８号）第３条第１号に規定する図書館資料（以下「資料」とい 

　う。）の市立図書館外への貸出し（以下「館外貸出」という。）を行うものとする。

　⑴　神戸市内に居住する者

　⑵　神戸市内に通学する者

　⑶　神戸市内で勤務する者

　⑷　前３号に掲げるもののほか，市長が特に認める者

　（館外貸出の利用手続）

第５条　館外貸出を利用しようとする者は，あらかじめ前条各号のいずれかに該当することを

　証明する書類を提示して，必要事項を記載した申請書（以下「交付申請書」という。）を市

　長等に提出しなければならない。

２　市長等は，前項の申請をした者が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは，速やか

　に所定の図書館カードを交付するものとする。

３　館外貸出を利用しようとする者は，図書館カードを提示しなければならない。

　（図書館カードの有効期間）

第６条　図書館カードの有効期間は，１０年とする。

　（図書館カードの紛失等の届出等）

第７条　図書館カードの交付を受けた者は，図書館カードを紛失し，若しくは損傷したとき，

　又は交付申請書に記載した事項に変更があったときは，速やかにその旨を市長等に届け出な

　ければならない。

２　図書館カードの交付を受けた者以外の者により図書館カードが使用されたことによって損

　害が生じた場合は，図書館カードの交付を受けた者は，その損害を賠償しなければならない。

　（館外貸出できない資料）
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第８条　次に掲げる資料は，館外貸出をすることができない。

　⑴　保存用郷土資料

　⑵　保存用逐次刊行物

　⑶　相談業務用基本図書

　⑷　視聴覚資料

　⑸　前各号に掲げるもののほか，市長が指定する資料

２　市長等は，市長が特定の調査，研究その他特に必要があると認めるときは，前項の規定に

　かかわらず，前項各号に掲げる資料を館外貸出することができる。

　（館外貸出できる資料の点数及び期間）

第９条　図書館カードの交付を受けた者が館外貸出により利用できる資料の数（以下「貸出点

　数」という。）は，１０点以内とする。

２　図書館カードの交付を受けた者が館外貸出により資料を利用できる期間（以下「貸出期 

　間」という。）は，２週間とする。

３　市長は，特に必要があると認めるときは，前２項の規定にかかわらず，貸出点数を減らし，

　又は貸出期間を延長し，若しくは短縮することができる。

４　市長は，特に必要があると認めるときは，利用者の申請により，第１項の規定にかかわら

　ず，貸出点数を増やすことができる。

　（貸出期間を超える資料の利用）

第１０条　館外貸出を利用した者は，貸出期間内における申請により，当該貸出期間を超えて資

　料を利用することができる。ただし，利用している資料について他の利用者から利用申込み

　があるときその他市長等が当該資料を必要とするときは，この限りでない。

　（資料の返還）

第１１条　館外貸出を利用した者は，貸出期間（前条の規定により，貸出期間を超えて資料を利

　用できるときは，当該超える期間。次条において同じ。）内に資料を返還しなければならな

　い。

　（館外貸出の停止）

第１２条　市長は，貸出期間を１５日以上超えて資料を利用した者に対して，当該超えた期間に相

　当する期間の範囲で，館外貸出の利用を停止することができる。

　（自動車図書館）

第１３条　市長は，自動車図書館の巡回を行うものとする。

２　自動車図書館の巡回及びその利用に関する事項は，市長が別に定める。

　（団体貸出）

第１４条　市長等は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校，児童福祉法 

　（昭和２２年法律第１６４号）第４０条に規定する児童厚生施設その他の施設の管理者又は特定非

　営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法人その他

　の団体の管理者（以下「施設の管理者等」という。）に対して，館外貸出（以下「団体貸 

　出」という。）を行うものとする。

　（団体貸出できる資料の点数及び期間）

第１５条　団体貸出により利用できる資料の点数は，施設の管理者等ごとに市長等が定める。

２　施設の管理者等が団体貸出により資料を利用できる期間は，１月とする。
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１２５９

３　市長は，特に必要があると認めるときは，前項の期間を短縮することができる。

４　市長は，特に必要があると認めるときは，施設の管理者等の申請により，第２項の規定に

　かかわらず，同項の期間を延長することができる。

　（準用）

第１６条　団体貸出の利用については，第４条から第８条まで及び第１１条から第１３条までの規定

　を準用する。この場合において，「館外貸出」とあるのは，「団体貸出」と読み替えるもの

　とする。

　（郵送貸出）

第１７条　市長等は，身体の障害その他の理由により市立図書館を訪れることのできない者に対

　して，郵送による館外貸出（以下「郵送貸出」という。）を行うものとする。

２　郵送貸出の利用に関する事項は，市長が別に定める。

　（資料の利用に関する相談等）

第１８条　市長等は，資料の利用に関する利用者の相談又は簡易な調査に応ずるものとする。

２　資料の利用に関する利用者の相談又は簡易な調査の実施に関する事項は，市長が別に定め

　る。

　（読書活動を推進する行事）

第１９条　市長等は，随時，読書会，研究会，講演会，資料展示会，鑑賞会，おはなし会その他

　の読書活動を推進する行事を行うものとする。

　（資料の利用のあっせん）

第２０条　市長等は，利用者の申請により，市立図書館以外の図書館（以下「他の図書館」とい 

　う。）の資料の利用についてあっせんするものとする。

　（資料の相互貸借）

第２１条　市長等は，利用者の申請又は他の図書館の申し出により，他の図書館に対して，資料

　の借受けの申し出又は資料の貸出し（以下「資料の相互貸借」という。）を行うものとする。

２　資料の相互貸借に関する事項は，市長が別に定める。

　（資料の寄贈及び寄託）

第２２条　市長は，資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

　（協議会の会長及び副会長）

第２３条　条例第７条に規定する神戸市立図書館協議会（以下「協議会」という。）に会長及び

　副会長を置く。

２　会長及び副会長は，協議会の委員（以下「委員」という。）の互選により定める。

３　会長及び副会長の任期は，委員としての在任期間とする。ただし，再任を妨げない。

４　会長は，協議会の議事その他の会務を総理する。

５　副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは，その職務を代理

　する。

　（協議会の会議）

第２４条　協議会の会議（以下「会議」という。）は，必要に応じて会長が招集する。

２　会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３　会議の議事は，出席した委員の過半数をもつて決し，可否同数のときは，会長の決すると

　ころによる。
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　（関係職員の出席等）

第２５条　会長は，会議において関係職員の説明又は資料の提出を求めることができる。

２　関係職員は，会議に出席して意見を述べることができる。

　（施行細目の委任）

第２６条　この規則の施行に関し必要な事項は，文化スポーツ局長が定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に神戸市立図書館条例施行規則（平成

　２０年３月教委規則第９号。以下「旧規則」という。）の規定に基づき教育委員会が行った許

　可，指定，承認，その他の行為でこの規則の施行の際現にその効力を有するもの又は旧規則

　の規定に基づき教育委員会に対してなされた許可，承認の申請その他の行為でこの規則の施

　行の際現にその効力を有するものについては，施行日以後にあっては，市長が行った許可，

　指定，承認，その他の行為又は市長に対してなされた許可，承認の申請その他の行為とみな

　す。

―――――――――――――――――

　神戸市立博物館条例施行規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

     神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第９２号

　　　神戸市立博物館条例施行規則

　（趣旨）

第１条　この規則は，神戸市立博物館条例（昭和５７年３月条例第５９号。以下「条例」とい 

　う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　（休館日）

第２条　神戸市立博物館（以下「博物館」という。）の休館日は，次に掲げる日とする。

　⑴　月曜日（当該日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

　　（以下「休日」という。）に当たる場合は，その翌日以降の日のうち休日に当たらない最

　　初の日）

　⑵　休日の翌日（当該日が土曜日，日曜日，休日又は前号の規定による休館日に当たる場合

　　を除く。）

　⑶　１２月２９日から翌年１月３日までの日

　⑷　前３号に掲げるもののほか，市長が特に必要があると認める日

２　市長は，博物館の管理運営上特に必要があると認めるときは，前項第１号から第３号まで

　の規定にかかわらず，これらの日に開館することができる。

　（開館時間等）

第３条　博物館の開館時間は，午前１０時から午後５時までとする。ただし，第５条に規定する
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１２６１

　有料区域へ入場できる時間（以下「入場時間」という。）は，午前１０時から午後４時３０分ま

　でとする。

２　市長は，博物館の管理運営上特に必要があると認めるときは，前項の規定にかかわらず，

　同項の開館時間及び入場時間を変更することができる。

　（特別利用券）

第４条　条例第４条第３項に規定する特別利用券は，次に掲げるものとする。

　⑴　定期券

　⑵　優待券

　⑶　招待券

　⑷　前売券

２　定期券は，次の表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる料金を納めた者

　に対して発行するものとする。

　備考

　　１　区分の適用については，定期券を発行した日を基準とする。

　　２　この表において「大学生」とは，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定す

　　　る高等専門学校若しくは大学に在学する学生（高等専門学校にあっては，４年生及び５

　　　年生に限る。）又はこれらに準ずる者をいう。

　　３　この表において「一般」とは，学校教育法第１条に規定する小学校，中学校，義務教

　　　育学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校，高等専門学校若しくは大学に在学す

　　　る児童，生徒若しくは学生又はこれらに準ずる者及び同法第１条に規定する小学校に就

　　　学するまでの者以外の者をいう。

３　定期券の有効期限は，当該定期券を発行した日の属する月の翌月の初日から１年を経過し

　た日までとする。

４　市長は，事業上特別の理由があると認める者に対して，無料で定期券を発行することがで

　きる。

５　定期券は，当該定期券に記名されている者以外の者は，使用することができない。

６　市長は，前項の規定に違反して使用された定期券を無効とし，回収することができる。

７　市長は，定期券を使用する者が当該定期券に記名されている者であることを確認できる書

　類の提示を求めることができる。

８　定期券は，再発行しない。ただし，市長がやむを得ない理由があると認めたときは，この

　限りでない。

９　優待券及び招待券は，市長が事業上特別の理由があると認める者に対して発行するものと

　し，その料金は，無料とする。

１０　前売券は，市長が事業上必要があると認める場合に発行するものとし，その料金は，その

　都度市長が定める。

１１　優待券，招待券及び前売券の様式は，市長が別に定める。
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１，５００円大学生
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　（有料区域）

第５条　条例第４条第５項に規定する観覧料を納付しなければ立ち入ることができない区域 

　（以下「有料区域」という。）は，次の各号に掲げる観覧料の区分に応じ，それぞれ当該各

　号に定める区域とする。

　⑴　条例第４条第２項第１号に規定するコレクション展に係る観覧料　２階コレクション展

　　示室及び２階コレクション展示室に通ずる廊下

　⑵　条例第４条第２項第２号に規定する特別展に係る観覧料　その都度市長が定める区域

２　前項に定めるもののほか，市長は，特に必要があると認める場合は，期間又は時間を限っ

　て有料区域を定めることができる。

　（観覧料の徴収）

第６条　個人利用の観覧料は，様式第１号による個人観覧券の発行により徴収する。

２　団体利用の観覧料は，様式第３号による観覧申込書兼観覧料減免申請書に基づいて交付す

　る様式第４号による観覧証兼観覧料減免通知書により徴収し，当該団体の構成員に様式第２

　号による団体観覧整理券を発行する。

３　利用者の人数が条例別表に規定する団体利用の人数に満たない団体にあっては，その申出

　により前項の規定を準用する。

４　第４条第２項の料金は，様式第５号による定期券申込書に基づいて交付する様式第６号に

　よる定期券の発行により徴収する。

５　市長は，特に必要があると認めるときは，第１項及び第２項に規定する観覧券及び定期券

　に代えて別の様式を定め，これにより観覧料を徴収することができる。

６　条例第５条ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは，次に掲げるときと

　する。

　⑴　国，地方公共団体その他公共団体又は公共的団体の職員が公の目的で観覧するとき。

　⑵　国，地方公共団体その他公共団体又は公共的団体がその事業として観覧するとき。

　⑶　前２号に掲げるもののほか，市長が特に必要があると認めるとき。

　（観覧料の減免）

第７条　条例第６条に規定する規則で定める特別の理由があるときは，次の各号に掲げるとき

　とし，当該各号に定めるところにより，観覧料を減額し，又は免除する。

　⑴　コレクション展の観覧料にあっては，次に掲げるとき。

　　ア　学校教育法第１条に規定する学校の教職員が，教育上の目的のために園児，児童，生

　　　徒又は学生を引率して観覧するとき。　免除

　　イ　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する児童福祉施設（助産施設及び

　　　乳児院を除く。）の職員及び職員を補助する者が，教育上の目的のために児童を引率し

　　　て観覧するとき。　免除

　　ウ　身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定する身体障害者手帳，療育

　　　手帳，精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条に規

　　　定する精神障害者保健福祉手帳，難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法

　　　律第５０号）第７条に規定する医療受給者証，先天性血液凝固因子障害等医療受給者証又

　　　は小児慢性特定疾患承認書の交付を受けている者が観覧するとき。　免除

　　エ　身体障害者手帳（当該身体障害者手帳に記載された身体障害者等級表による級別が１
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　　　又は２級のものに限る。），療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳（当該精神障害者保

　　　健福祉手帳に記載された障害等級が１級のものに限る。）の交付を受けている者の介護

　　　人がこれらの者とともに観覧するとき。　免除

　　オ　市内に居住する満６５歳以上の者が観覧するとき。　免除

　　カ　特別展を観覧する者が同一の日にコレクション展を観覧するとき。　条例別表に規定

　　　する一般区分にあっては１００円，大学生区分にあっては５０円の減額（同表に規定する団

　　　体利用の場合は，同表に規定する個人利用に係る観覧料から減額する。）

　　キ　前各号に掲げるもののほか，市長が特に必要があると認めるとき。　市長が必要があ

　　　ると認める額の減額又は免除

　⑵　特別展の観覧料にあっては，その都度市長が定めるとき。　市長が必要があると認める

　　額の減額又は免除

　（観覧料の減免申請等）

第８条　条例第６条の規定により観覧料の減額又は免除を受けようとする者は，あらかじめ観

　覧申込書兼観覧料減免申請書を市長に提出しなければならない。

２　市長は，条例第６条の規定により観覧料の減額又は免除をしたときは，前項の規定により

　申請を行った者に観覧証兼観覧料減免通知書を交付する。

３　前２項の規定は，前条第１号ウ，エ，オ又はカに該当する者その他市長が特に必要がある

　と認める者には適用しない。

４　前条第１号ウに該当する者は，観覧券（前条の規定により観覧料が全額免除になる場合の

　無料観覧券を含む。以下本条各項において同じ。）を求めるとき及び有料区域への入場に当

　たって博物館の係員から同号ウに該当する者であることを証する書類の提示を求められたと

　きは，当該書類を提示しなければならない。

５　前条第１号オに該当する者は，観覧券を求めるとき及び有料区域への入場に当たって博物

　館の係員から同号オに該当する者であることを証する書類の提示を求められたときは，当該

　書類を提示しなければならない。

６　前条第１号キ又は第２号に該当する者の観覧券の取り扱い及び必要な証明書等については，

　市長が別に定める。

　（観覧料の返還）

第９条　条例第７条に規定する規則で定める特別の理由があるときは，次に掲げるときとする。

　⑴　天災地変その他観覧しようとする者の責めに帰すことのできない理由により観覧できな

　　いとき。

　⑵　管理運営上の都合により観覧できないとき。

　⑶　前２号に掲げるもののほか，市長が特に必要があると認めるとき。

２　観覧料の返還額については，市長が別に定める。

　（資料の特別利用の許可申請等）

第１０条　条例第８条の規定により，博物館資料の熟覧，模写，模造，撮影等（以下「資料の特

　別利用」という。）をしようとする者は，あらかじめ様式第７号による資料の特別利用許可

　申請書を市長に提出し，その許可を受けなければならない。

２　市長は，前項の規定による許可をしたときは，前項の規定のより申請を行った者に様式第

　８号による資料の特別利用許可書を交付する。
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３　資料の特別利用は，博物館内の所定の場所において博物館の係員の指示に従って行わなけ

　ればならない。

４　前項の規定にかかわらず，市長は，他の博物館，図書館，研究所その他の市長が適当と認

　めるものに，資料の特別利用のため資料を博物館外に貸し出すことができる。

５　前項の規定による貸出し（以下「館外貸出し」という。）を受けようとする者は，あらか

　じめ様式第９号による館外貸出許可申請書を市長に提出し，その許可を受けなければならな

　い。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

６　市長は，前項の規定による許可をしたときは，前項の規定のより申請を行った者に様式第

　１０号による館外貸出許可書を交付する。

７　市長は，第１項及び第５項に規定する許可に博物館の管理運営上必要な条件を付すことが

　できる。

　（資料の特別利用の制限）

第１１条　市長は次の各号のいずれかに該当するときは，資料の特別利用を許可しないものとす

　る。

　⑴　資料の特別利用によって資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

　⑵　現に資料が展示されているとき。

　⑶　寄託された資料で寄託者の同意を得ていないとき。

　⑷　著作権者がある資料で著作権者の同意を得ていないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，市長が資料の特別利用をすることを不適当と認めるとき。

２　資料の館外貸出しの期間は，３月以内とする。ただし，市長が特に必要があると認めると

　きは，この限りでない。

３　市長は，博物館の都合により必要があるときは，資料の貸出期間中であっても当該資料の

　返還を求めることができる。

４　市長は，資料の特別利用の許可を受けた者が，許可の条件に違反したとき又は違反するお

　それがあると認められるときは，資料の特別利用の許可を取消し，利用の停止又は返還を命

　じることができる。

　（施設の特別利用）

第１２条　条例第９条第１項に規定する規則で定める特別の理由があるときは，次に掲げるとき

　とする。

　⑴　市が共催する事業に利用するとき。

　⑵　市を構成員とする実行委員会が主催する事業に利用するとき。

　⑶　前２号に掲げるもののほか，市長が特に必要があると認めるとき。

　（施設の特別利用の許可申請等）

第１３条　条例第９条第１項に規定する博物館の一部の施設の利用（以下「施設の特別利用」と

　いう。）をしようとする者は，あらかじめ様式第１１号による施設の特別利用許可申請書を市

　長に提出し，その許可を受けなければならない。

２　市長は，前項の規定による許可をしたときは，様式第１２号による施設の特別利用許可書を

　交付する。

３　市長は，必要があると認めるときは，第３条に定める開館時間以外の時間であっても，第

　１項の許可をすることができる。
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１２６５

４　市長は，第１項の許可に博物館の管理運営上必要な条件を付すことができる。

　（対象施設）

第１４条　条例第９条第２項の許可の対象となる施設は，次に掲げるものとする。

　⑴　地階ホール

　⑵　地階講堂

　⑶　地階研修室１

　⑷　地階研修室２

　⑸　地階考古学習室

　⑹　１階ホール

　⑺　１階神戸の歴史展示室

　⑻　２階ホール

　⑼　２階南蛮美術館室

　⑽　２階特別展示室

　⑾　２階回廊

　⑿　２階コレクション展示室

　⒀　３階ホール

　⒁　３階特別展示室

　⒂　３階応接室

　⒃　３階会議室

　⒄　３階更衣室

　（施設の特別利用の制限）

第１５条　市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，施設の特別利用を許可しないものと

　する。

　⑴　博物館の運営に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。

　⑵　当該施設が使用（準備及び撤収作業を含む。）されているとき。

　⑶　前２号に掲げるもののほか，市長が施設の特別利用をすることを不適当と認めるとき。

２　市長は，博物館の都合により必要があると認めるときは，施設の特別利用を許可した場合

　であっても，当該施設の特別利用の停止を求めることができる。

３　市長は，施設の特別利用の許可を受けた者が，許可条件に違反したとき又は違反するおそ

　れがあると認められるときは，施設の特別利用の許可を取り消し，利用の停止又は退去を命

　じることができる。

　（損害の賠償等）

第１６条　資料の特別利用の許可又は施設の特別利用の許可を受けた者は，博物館の施設，設備，

　資料等を汚損し，損傷し，又は滅失したときは，速やかに市長に届け出てその指示するとこ

　ろに従い，これを原状に復し，又はその損害を賠償しなければならない。

　（損傷の届出等）

第１７条　入館者は，入館に際し，博物館の施設，設備，資料等を汚損し，損傷し，又は滅失し

　たときは，その旨を博物館の係員に届け出て，その指示に従わなければならない。

　（入館者の遵守事項）

第１８条　入館者は，入館に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。
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　⑴　展示資料に触れないこと。

　⑵　喫煙し，又は所定の場所以外において飲食し，若しくは火気を使用しないこと。

　⑶　他人に迷惑を及ぼし，又はそのおそれのある行為をしないこと。

　⑷　許可を受けないで寄付金品を募集し，物品を販売し，若しくは陳列し，又は飲食物を販

　　売し，若しくは提供しないこと。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，博物館の係員の指示に従うこと。

　（販売行為等の禁止）

第１９条　入館者は，博物館において，物品その他の物を販売し，又は金品の寄付募集等を行い，

　若しくは行わせてはならない。ただし，市長の承認を受けた場合は，この限りでない。

　（協議会の会長及び副会長）

第２０条　条例第１２条に規定する神戸市立博物館協議会（以下「協議会」という。）に，会長及

　び副会長を置く。

２　会長及び副会長は，協議会の委員（以下「委員」という。）の互選により定める。

３　会長及び副会長の任期は，委員としての在任期間とする。ただし，再任を妨げない。

４　会長は，協議会の議事その他の会務を総理する。

５　副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，その職務を代

　理する。

　（協議会の会議）

第２１条　協議会の会議（以下「会議」という。）は，必要に応じて博物館長が招集する。

２　会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３　会議の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，会長の決すると

　ころによる。

　（関係職員の出席等）

第２２条　会長は，会議において関係職員の説明又は資料の提出を求めることができる。

２　関係職員は，会議に出席して意見を述べることができる。

　（施行細目の委任）

第２３条　この規則の施行に関し必要な事項は，文化スポーツ局長が定める。

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。
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１３０５

―――――――――――――――――

　神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例施行規則をここに

公布する。

　　令和２年３月３１日

     神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第９５号

　　　神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例施行規則

目次

　第１章　総則（第１条・第２条）

　第２章　神戸市指定有形文化財（第３条―第１４条）

　第３章　神戸市指定無形文化財（第１５条―第１８条）

　第４章　神戸市指定民俗文化財（第１９条・第２０条）

　第５章　神戸市指定史跡名勝天然記念物（第２１条―第２４条）

　第６章　神戸市登録文化財（第２５条―第４５条）

　　第１節　通則等（第２５条・第２６条）

　　第２節　神戸市登録有形文化財（第２７条―第３５条）

　　第３節　神戸市登録無形文化財（第３６条―第４０条）

　　第４節　神戸市登録民俗文化財（第４１条・第４２条）

　　第５節　神戸市登録史跡名勝天然記念物（第４３条―第４５条）

　第７章　神戸市地域文化財（第４６条―第４８条）

　第８章　歴史的建造物その他の有形の文化的所産（第４９条・第５０条）

　第９章　文化環境保存区域（第５１条―第５３条）

　第１０章　市が指定した文化財の保存技術の保護（第５４条・第５５条）

　第１１章　神戸市文化財保護審議会（第５６条―第６１条）

　第１２章　補則（第６２条）

　附則

　　　第１章　総則

　（目的）

第１条　この規則は，神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条

　例（平成９年３月条例第５０号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるも

　のとする。

　（用語の定義）

第２条　この規則における用語の意義は，条例の例による。

　　　第２章　神戸市指定有形文化財

　（指定書の交付等）

第３条　条例第６条第４項に規定する指定書は，様式第１号による。

２　神戸市指定有形文化財の所有者（以下この章において単に「所有者」という。）は，指定

　書が滅失し，若しくは破損し，又はこれを亡失し，若しくは盗み取られたときは，様式第２

　号による指定書等再交付申請書（以下「再交付申請書」という。）を市長に提出して，指定
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　書の再交付を受けるものとする。

３　指定書が破損したことにより，前項の規定により指定書の再交付を受けようとする所有者

　は，再交付申請書に当該指定書を添えて市長に提出しなければならない。

４　亡失し，又は盗み取られたことにより指定書の再交付を受けた所有者は，当該亡失し，又

　は盗み取られた指定書を発見し，又は回復したときは，速やかに，再交付された指定書を市

　長に返付しなければならない。

　（管理責任者選任等届）

第４条　条例第８条第３項の規定による届出は，様式第３号による管理責任者選任等届出書に

　管理責任者に選任された者の承諾書を添えて市長に提出して行う。

　（所有者等変更届）

第５条　条例第９条第１項の規定による届出は，様式第４号による所有者等変更届出書を市長

　に提出して行う。

２　前項の規定は，条例第９条第２項及び第３項の規定による届出について準用する。

　（滅失等届）

第６条　条例第１０条の規定による届出は，様式第５号による滅失等届出書を市長に提出して行

　う。

　（所在の変更）

第７条　条例第１１条の規定による届出は，様式第６号による所在場所変更届出書を市長に提出

　して行う。ただし，所在の場所を変更した後１年以内に当該変更前の所在の場所又は指定書

　に記載された所在の場所に復することが明らかな場合は，指定書を添えることを要しない。

２　条例第１１条ただし書に規定する規則で定める場合は，次の各号に掲げるときとする。

　⑴　条例第１３条第１項の規定により補助金を交付されて行われる管理又は修理のため所在の

　　場所を変更しようとするとき。

　⑵　条例第１５条第１項の規定により勧告された管理方法の改善，防火施設その他の保存施設

　　の設置その他管理に関し必要な措置又は同条第２項の規定により勧告された修理のため所

　　在の場所を変更しようとするとき。

　⑶　条例第１７条第１項の規定により許可を受けて行われる現状の変更又は保存に影響を及ぼ

　　す行為のため所在の場所を変更しようとするとき。

　⑷　条例第１８条第１項の規定により届け出された修理のため所在の場所を変更しようとする

　　とき。

　⑸　条例第２０条第１項又は第４項の規定により勧告された出品又は公開のため所在の場所を

　　変更しようとするとき。

　⑹　条例第２３条第１項の規定により許可を受け，又は届け出された展覧会その他の催しにお

　　いて公開するため所在の場所を変更しようとするとき。

　⑺　前各号に掲げる場合のほか，市長が特に認めるとき。

３　前項の規定にかかわらず，非常災害のため必要な応急措置として所在の場所を変更したと

　きは，様式第６号による所在場所変更届出書を市長に提出しなければならない。

　（管理又は修理費補助の申請）

第８条　条例第１３条第１項の規定により補助金の交付を受けようとする所有者は，様式第７号

　による文化財保護事業補助金交付申請書（以下「補助金交付申請書」という。）に次に掲げ
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　る書類を添えて市長に提出しなければならない。

　⑴　事業計画書

　⑵　収支予算書

　⑶　前２号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類

２　補助金の交付を受けた者は，事業完了後１箇月以内に次に掲げる書類を市長に提出しなけ

　ればならない。

　⑴　収支決算書

　⑵　事業完了報告書

　⑶　前２号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める書類

　（有償譲渡の場合の納付金）

第９条　条例第１６条第１項の規定により行う納付は，第３項に規定する納付金額を市長が指定

　する期日までに行わなければならない。

２　条例第１６条第２項に規定する規則で定める特別の理由がある場合は，非常災害その他の当

　該神戸市指定有形文化財の所有者又はその相続人，受遺者若しくは受贈者（第２次以下の相

　続人，受遺者又は受贈者を含む。）の責に帰することのできない事由により著しくその価値

　を減じた場合とする。

３　条例第１６条第３項に規定する納付金額の算定は，補助金の額を，補助に係る修理等を施し

　た神戸市指定有形文化財又はその部分につき市長が個別に定める耐用年数で除して得た金額

　に，更に当該耐用年数から修理等を行った時以降神戸市指定有形文化財の譲渡の時までの年

　数を控除した残余の年数（１年に満たない部分があるときは，これを切り捨てる。）を乗じ

　て得た金額から当該修理が行われた後神戸市指定有形文化財の修理のため自己の費やした金

　額を控除して得た金額に相当する金額とする。

　（現状変更等許可）

第１０条　条例第１７条第１項の規定により許可を受けようとする所有者又は管理責任者は，様式

　第８号による現状変更等許可申請書を市長に提出しなければならない。

２　条例第１７条第１項の規定により許可を受けた現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為が終

　了したときは，速やかに，様式第９号による現状変更等・修理終了届出書（以下「現状変更

　修理終了届出書」という。）を市長に提出しなければならない。

　（現状変更の許可を要しない維持の措置の範囲）

第１１条　条例第１７条第２項に規定する維持の措置の範囲は，次の各号に掲げる範囲とする。

　⑴　神戸市指定有形文化財が損傷している場合において，その価値に影響を及ぼすことなく

　　当該神戸市指定有形文化財をその指定当時の原状（当該指定後に現状の変更又は保存に影

　　響を及ぼす行為の許可を受けたものについては，当該現状の変更後又は保存に影響を及ぼ

　　す行為後の原状）に復するために必要な範囲。

　⑵　神戸市指定有形文化財が損傷している場合において，当該損傷の範囲の拡大を防止する

　　ために必要な応急の措置の範囲。

　（修理届等）

第１２条　条例第１８条第１項の規定による届出は，様式第１０号による修理届出書を市長に提出し

　て行う。

２　条例第１８条第１項の規定により届け出された修理が終了したときは，速やかに，現状変更
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　修理終了届出書を市長に提出しなければならない。

　（市の負担とする出品費用）

第１３条　条例第２０条第３項の規定により出品のために要する費用のうち市が負担するものにつ

　いて規則で定める基準は，次に掲げるものとする。

　⑴　出品のため神戸市指定有形文化財の移動に要する荷造費及び運送費

　⑵　特別の事由により出品期間中に神戸市指定有形文化財を移動する場合において，市長が

　　承認したときは，その移動に要する荷造費及び運送費

　⑶　前２号の移動の際，市長が必要と認めて神戸市指定有形文化財を運送保険に付する場合

　　は，その保険料

　（公開許可申請）

第１４条　条例第２３条第１項の規定により許可を受けようとする所有者又は管理責任者は，様式

　第１１号による公開許可申請書を市長に提出しなければならない。

２　条例第２３条第１項ただし書に規定する規則で定める施設は，博物館法（昭和２６年法律第 

　２８５号）第２条第１項に規定する博物館及び同法第２９条に規定する博物館に相当する施設と

　する。

３　条例第２３条第１項ただし書の規定による届出は，様式第１２号による公開届出書を市長に提

　出して行う。

　　　第３章　神戸市指定無形文化財

　（認定書の交付等）

第１５条　市長は，条例第２６条第２項の規定による認定及び同条第４項の規定による追加認定を

　したときは，当該神戸市指定無形文化財の保持者又は保持団体に様式第１３号による認定書を

　交付する。

２　第３条第２項から第４項までの規定は，認定書が滅失し，若しくは破損し，又はこれを亡

　失し，若しくは盗み取られたときについて準用する。

　（認定書の返付）

第１６条　条例第２７条第３項の規定による通知を受けた神戸市指定無形文化財の保持者又は保持

　団体は，速やかに，認定書を市長に返付しなければならない。

　（保持者の届出事由）

第１７条　条例第２８条の規定による届出は，様式第１４号による保持者氏名変更等届出書に認定書

　を添えて市長に提出して行う。

２　条例第２８条に規定する規則で定める事由は，次に掲げるものとする。

　⑴　芸名又は雅号の変更

　⑵　保持する神戸市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障

　（保存に要する経費補助の申請）

第１８条　第８条の規定は，条例第２９条第２項に規定する補助金の交付について準用する。

　　　第４章　神戸市指定民俗文化財

　（現状変更等届出）

第１９条　条例第３４条第１項の規定による届出は，様式第１５号による現状変更等届出書を市長に

　提出して行う。ただし，第１１条各号に掲げるときは，この限りでない。

　（市指定有形文化財に関する規定の準用）
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第２０条　第３条から第９条まで，第１２条及び第１３条の規定は，神戸市指定有形民俗文化財につ

　いて，第８条の規定は，神戸市指定無形民俗文化財について準用する。

　　　第５章　神戸市指定史跡名勝天然記念物

　（標識等の設置の同意）

第２１条　条例第４０条に規定する標識及び説明板の設置は，設置しようとする場所の土地所有者

　又は権原に基づく占有者の同意を得て行う。

２　前項の同意は，様式第１６号による標識等設置同意書により行う。

　（土地の所在等異動届）

第２２条　条例第４１条の規定による届出は，様式第１７号による土地の所在等異動届出書を市長に

　提出して行う。

　（現状変更の許可を要しない維持の措置の範囲）

第２３条　条例第４３条において準用する条例第１７条第２項に規定する維持の措置の範囲は，次に

　掲げる範囲とする。

　⑴　神戸市指定史跡名勝天然記念物が，損傷し，又は衰亡している場合において，その価値

　　に影響を及ぼすことなく当該神戸市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状（当該

　　指定後において現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けたものについては，当

　　該現状変更後又は保存に影響を及ぼす行為後の原状）に復するために必要な範囲。

　⑵　神戸市指定史跡名勝天然記念物が，損傷し，又は衰亡している場合において，当該損傷

　　又は衰亡の範囲の拡大を防止するために必要な応急の措置の範囲。

　⑶　神戸市指定史跡名勝天然記念物の一部が，損傷し，又は衰亡し，かつ，当該部分の復旧

　　が不可能であることが明らかである場合において，当該部分を除去するために必要な範囲。

　（市指定有形文化財に関する規定の準用）

第２４条　第４条から第６条まで，第８条から第１０条まで及び第１２条の規定は神戸市指定史跡名

　勝天然記念物について準用する。

　　　第６章　神戸市登録文化財

　　　　第１節　通則等

　（通則）

第２５条　条例第４４条第２項に規定する神戸市登録文化財の登録その他必要な事項は，この章の

　定めるところによる。

　（登録文化財の種類）

第２６条　神戸市登録文化財は，次に掲げるものとする。

　⑴　神戸市登録有形文化財

　⑵　神戸市登録無形文化財

　⑶　神戸市登録有形民俗文化財

　⑷　神戸市登録無形民俗文化財

　⑸　神戸市登録史跡

　⑹　神戸市登録名勝

　⑺　神戸市登録天然記念物

　　　　第２節　神戸市登録有形文化財

　（登録有形文化財の登録）
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第２７条　神戸市登録有形文化財の登録は，市長が，当該神戸市登録有形文化財について別表に

　定める事項を神戸市登録文化財台帳に記載して行う。

２　前項の規定により登録をしたときは，市長は，その旨を告示するとともに，当該神戸市登

　録有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

３　第１項の規定により登録をしたときは，市長は，当該神戸市登録有形文化財の所有者に様

　式第１８号による登録証書を交付しなければならない。

４　第３条第２項から第４項までの規定は，登録証書が滅失し，若しくは破損し，又はこれを

　亡失し，若しくは盗み取られたときについて準用する。

　（登録の抹消）

第２８条　市長は，神戸市登録有形文化財の保存及び活用の措置を講ずる必要がなくなったと認

　めたときは，その登録を抹消することができる。

２　前条第２項の規定は，前項の規定による神戸市登録有形文化財の登録の抹消について準用

　する。

３　前項の規定において準用する前条第２項の規定による登録の抹消の通知を受けたときは，

　当該神戸市登録有形文化財の所有者は，速やかに，登録証書を市長に返付しなければならな

　い。

　（登録有形文化財の所有者等の変更）

第２９条　第５条第１項の規定は，神戸市登録有形文化財の所有者が変更したとき及びその氏名

　又は住所（法人にあっては，名称又は主たる事務所の所在地）を変更したときについて準用

　する。

　（登録有形文化財の滅失，損傷等）

第３０条　第６条の規定は，神戸市登録有形文化財の全部若しくは一部が滅失し，若しくは損傷

　し，又はこれを亡失し，若しくは盗まれたときについて準用する。

　（登録有形文化財の所在の変更）

第３１条　神戸市登録有形文化財の所有者は，当該神戸市登録有形文化財の所在の場所を変更し

　ようとするときは，あらかじめ，その旨を市長に届け出なければならない。ただし，第３３条

　第１項の規定により現状を変更し，又はその保存に影響を及ぼす行為を行うため届出をして

　所在の場所を変更する場合は，この限りでない。

２　第７条第１項及び第３項の規定は，前項の届出について準用する。

　（登録有形文化財の修理等）

第３２条　神戸市登録有形文化財の修理は，所有者が行うものとする。

２　市長は，前項の修理が保存のため必要があると認めるときは，その経費の一部に充てさせ

　るため，所有者に対し補助金を交付することができる。

３　第８条の規定は，前項に規定する補助金の交付について準用する。

　（登録有形文化財の現状変更等の届出等）

第３３条　神戸市登録有形文化財に関し，現状を変更しようとするときは，あらかじめ，その旨

　を市長に届け出なければならない。ただし，次に掲げるときは，この限りでない。

　⑴　非常災害のために必要な応急措置として行うとき。

　⑵　神戸市登録有形文化財の損傷の拡大を防止するために必要な応急措置を講ずるとき。

　⑶　現状の変更の程度が軽微であるとき。
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２　前項の届出は，様式第１５号による現状変更等届出書を市長に提出して行う。

３　市長は，現状の変更について神戸市登録有形文化財を保護するため必要な指示をすること

　ができる。

４　第１０条第２項の規定は，第１項の規定により届け出された行為が終了したときについて準

　用する。

　（登録有形文化財の公開の勧告）

第３４条　市長は，神戸市登録有形文化財の所有者に対し，当該神戸市登録有形文化財を公開す

　ることを勧告することができる。

　（権利義務の承継）

第３５条　神戸市登録有形文化財の所有者が変更したときは，変更後の所有者は，当該神戸市登

　録有形文化財に関しこの規則の規定により市長が行った指示その他の処分による変更前の所

　有者の権利義務を承継する。

２　前項の場合において，変更前の所有者は，当該神戸市登録有形文化財の引渡しと同時にそ

　の登録証書を変更後の所有者に引渡さなければならない。

　　　　第３節　神戸市登録無形文化財

　（登録無形文化財の登録）

第３６条　神戸市登録無形文化財の登録は，市長が，当該神戸市登録無形文化財について別表に

　定める事項を神戸市登録文化財台帳に記載して行う。

２　前項の規定により登録をするに当たっては，市長は，当該神戸市登録無形文化財の保持者

　又は保持団体（神戸市登録無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表

　者の定めのあるものをいう。以下同じ。）を認定しなければならない。

３　第１項の規定による登録は，その旨を告示するとともに，当該神戸市登録無形文化財の保

　持者又は保持団体として認定しようとするもの（保持団体にあっては，その代表者）に通知

　して行う。

４　第１項の規定により登録をしたときは，市長は，当該神戸市登録無形文化財の保持者又は

　保持団体に様式第１９号による登録認定書を交付する。

５　第１項の規定による登録をした後においても，当該神戸市登録無形文化財の保持者又は保

　持団体として登録するに足りるものがあると認めるときは，市長はその者を保持者又は保持

　団体として追加登録することができる。

６　第３項及び第４項の規定は，前項の規定により追加登録をする場合について準用する。

７　第３条第２項から第４項までの規定は，登録認定書が滅失し，若しくは破損し，又はこれ

　を亡失し，若しくは盗み取られたときについて準用する。

　（登録無形文化財の登録の抹消）

第３７条　市長は，次に掲げるときは，神戸市登録無形文化財の登録を抹消することができる。

　⑴　市長がその保存及び活用の措置を講ずる必要がなくなったと認めたとき。

　⑵　保持者のすべてが死亡又は保持団体のすべてが解散したとき。

２　前項の規定による神戸市登録無形文化財の登録の抹消は，その旨を告示するとともに，前

　項第１号のときは当該神戸市登録無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知して行う。

　（登録無形文化財の保持者等の氏名等の変更）

第３８条　神戸市登録無形文化財の保持者が，氏名，住所，芸名若しくは雅号を変更し，死亡し，
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　又はその保持する神戸市登録無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障を生じたときは，

　保持者又はその相続人は，その旨を市長に届け出なければならない。神戸市登録無形文化財

　の保持団体が，名称，事務所の所在地若しくは代表者を変更し，構成員に異動を生じ，又は

　解散したときも，保持団体の代表者又はその代表者であった者について，同様とする。

２　第１７条第１項の規定は，前項の届出について準用する。

　（登録無形文化財の保存）

第３９条　市長は，神戸市登録無形文化財を保存するため必要があると認めるときは，当該神戸

　市登録無形文化財について，自ら記録の作成，伝承者の養成その他適当な措置を講ずること

　ができる。

２　市長は，神戸市登録無形文化財の保持者又は保持団体に対し，当該神戸市登録無形文化財

　を保存するために必要な助言をすることができる。

３　市長は，前項の規定による保存に要する経費の一部に充てさせるため補助金を交付するこ

　とができる。

４　第８条の規定は，前項に規定する補助金の交付について準用する。

　（登録無形文化財の公開の勧告）

第４０条　市長は，神戸市登録無形文化財の保持者又は保持団体に対し，当該神戸市登録無形文

　化財の公開を，神戸市登録無形文化財の記録の保持者に対しその記録の公開を勧告すること

　ができる。

　　　　第４節　神戸市登録民俗文化財

　（登録無形民俗文化財の登録）

第４１条　神戸市登録無形民俗文化財の登録は，市長が当該神戸市登録無形民俗文化財について

　別表に定める事項を神戸市登録文化財台帳に記載して行う。

２　前項の規定により登録をしたときは，市長は，その旨を告示しなければならない。

　（登録有形文化財及び登録無形文化財の規定の準用）

第４２条　第２７条から第３５条までの規定は神戸市登録有形民俗文化財について，第３７条第１項第

　１号，第３９条及び第４０条の規定は神戸市登録無形民俗文化財について準用する。この場合に

　おいて，第３９条第２項及び第４０条中「保持者又は保持団体」とあるのは「保存に当たること

　を適当と認める者」と読み替えるものとする。

　　　　第５節　神戸市登録史跡名勝天然記念物

　（土地の所在等の異動）

第４３条　神戸市登録史跡，神戸市登録名勝及び神戸市登録天然記念物（以下「神戸市登録史跡

　名勝天然記念物」という。）の登録された区域内の土地の所有者は，当該土地の所在，地番，

　地目又は地積に異動があったときは，速やかに，その旨を市長に届け出なければならない。

２　第２２条の規定は，前項の届出について準用する。

　（標識等の設置）

第４４条　市長は，神戸市登録史跡名勝天然記念物のうち，市民の観覧のため必要があると認め

　るものについて，標識及び説明板を設置する。

２　第２１条の規定は，前項の規定による標識及び説明板の設置について準用する。

　（登録有形文化財の規定の準用）

第４５条　第２７条第１項及び第２項，第２８条第１項及び第２項，第２９条，第３０条，第３２条，第３３
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　条並びに第３５条の規定は，神戸市登録史跡名勝天然記念物について準用する。

　　　第７章　神戸市地域文化財

　（通則）

第４６条　条例第４５条第２項に規定する神戸市地域文化財の認定その他必要な事項は，この章の

　定めるところによる。

　（地域文化財の種類）

第４７条　神戸市地域文化財は，次に掲げるものとする。

　⑴　神戸市地域有形文化財

　⑵　神戸市地域無形文化財

　⑶　神戸市地域有形民俗文化財

　⑷　神戸市地域無形民俗文化財

　⑸　神戸市地域史跡

　⑹　神戸市地域名勝

　⑺　神戸市地域天然記念物

　（登録文化財の規定の準用）

第４８条　第２７条から第３５条までの規定は神戸市地域有形文化財及び神戸市地域有形民俗文化財

　について，第３６条から第４０条までの規定は神戸市地域無形文化財について，第３７条第１項第

　１号及び第３９条から第４１条までの規定は神戸市地域無形民俗文化財について，第４３条から第

　４５条までの規定は神戸市地域史跡，神戸市地域名勝及び神戸市地域天然記念物について準用

　する。この場合において，第２７条第１項，第３６条第１項及び第４１条第１項中「神戸市登録文

　化財台帳」とあるのは「神戸市地域文化財台帳」と，第２７条第３項中「様式第１８号による登

　録証書」は「様式第２０号による認定証書」と，同条第４項及び第２８条第３項中「登録証書」

　とあるのは「認定証書」と，第３６条第４項中「様式第１９号による登録認定書」とあるのは 

　「様式第２１号による地域無形文化財保持者認定書」と，第２８条及び第３７条中「抹消」とある

　のは「解除」と読み替えるものとする。

　　　第８章　歴史的建造物その他の有形の文化的所産

　（通則）

第４９条　条例第４６条第２項に規定する歴史的建造物その他の有形の文化的所産（以下「歴史的

　建造物等」という。）の選定その他必要な事項は，この章の定めるところによる。

　（登録有形文化財の規定の準用）

第５０条　第２７条から第３５条まで及び第４３条の規定は歴史的建造物等について準用する。この場

　合において，第２７条第１項中「神戸市登録文化財台帳」とあるのは「歴史的建造物台帳」と，

　同条第３項中「様式第１８号による登録証書」は「様式第２２号による選定証書」と，同条第４

　項及び第２８条第３項中「登録証書」とあるのは「選定証書」と，第２８条中「抹消」とあるの

　は「解除」と読み替えるものとする。

　　　第９章　文化環境保存区域

　（文化環境保存区域の標識）

第５１条　条例第４９条の規定により設置する文化環境保存区域の標識は，様式第２３号による。

　（行為の届出）

第５２条　条例第５０条第１項の規定により届出をしようとする者は，同項各号に掲げる行為に着
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　手する日の３０日前までに様式第２４号による文化環境保存区域内における行為（変更）届出書

　を市長に提出しなければならない。届出をした内容を変更しするときも，同様とする。

２　前項の規定は，文化環境保存区域に指定された日から３０日を経過する日までに当該文化環

　境保存区域において着手する行為については適用しない。

３　条例第５０条第３項の規定により届出をしようとする者は，様式第２５号による文化環境保存

　区域内における非常災害応急措置届出書又は様式第２６号による文化環境保存区域内における

　行為着手届出書を市長に提出しなければならない。

４　前３項の届出書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。

　⑴　附近見取図

　⑵　現況写真

　⑶　次に掲げる行為の区分による図面

　　ア　建築物その他の工作物を新築し，改築し，又は増築する場合　配置図，平面図，立面

　　　図，断面図及び矩形図

　　イ　宅地の造成，土地の開墾その他土地の区画形質を変更し，土石の類を採取し，水面を

　　　埋立て，若しくは干拓し，屋外において物を集積し，若しくは貯蔵し，又は鉱物を掘採

　　　する場合　地形図，平面図，断面図及び法面断面図

　　ウ　木材を伐採する場合　地形図

　　エ　建物その他の工作物の色彩を変更し，又は屋外広告物を表示し，若しくは掲出する場

　　　合　立面図

　⑷　前各号に掲げるもののほか，その他市長が必要と認める書類

　（届出を要しない行為）

第５３条　条例第５０条第２項第１号の規定により規則で定めるものは，次に掲げる行為とする。

　⑴　次に掲げる工作物の新築，改築又は増築

　　ア　文化環境保存区域内において行なう工事に必要な仮設の工作物

　　イ　水道管，下水管その他これらに類する工作物で地下に設けるもの

　　ウ　社寺境内地又は墓地における鳥居，とうろう，墓碑等　

　　エ　新築，改築又は増築に係る部分の高さが１．５メートル以下のその他の工作物

　⑵　次に掲げる宅地の造成，土地の開墾，その他の土地の区画形質の変更

　　ア　面積が１０平方メートル以下の土地の形質の変更で，高さが１．５メートルをこえる法を

　　　生ずる切土又は盛土を伴わないもの

　　イ　文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第５７条の規定に基づく埋蔵文化財の発掘調査

　⑶　次に掲げる木竹の伐採等

　　ア　整枝又はせんてい

　　イ　枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

　　ウ　苗ほの木竹の採取

　　エ　庭木又は自家の生活の用に充てるための軽易な伐採

　⑷　土石の類の採取で，その採取面積が１０平方メートル以下の地形の変更で高さが１．５メー

　　トルをこえる法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの

　⑸　水面の埋立又は干拓で，面積が１０平方メートル以下のもの

　⑹　建物その他の工作物のうち，屋根，壁面，煙突，門，へい，橋，鉄塔その他これらに類
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　　するもの以外のものの色彩の変更

　⑺　次に掲げる屋外広告物の表示又は掲示

　　ア　国又は地方公共団体等が公用のため表示し，又は掲出する屋外広告物

　　イ　冠婚葬祭又は講演会等のために一時的に表示し，又は掲出する屋外広告物

　　ウ　自己の住所，事務所又は営業所において，自己の事業若しくは営業の内容を表示し，

　　　又は掲出する屋外広告物で，その面積の合計が１平方メートル以下であり，かつ，３メ

　　　ートル以下の高さにあるもの

　　エ　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）その他の法令の定めるところによる選挙運動の

　　　ために表示し，又は掲出する屋外広告物

　　　第１０章　市が指定した文化財の保存技術の保護

　（認定書の交付）

第５４条　市長は，条例第５４条第２項及び第３項の規定による認定（同条第４項において準用す

　る条例第２６条第４項の規定による追加認定を含む。）をしたときは，当該神戸市選定保存技

　術の保持者又は保存団体に様式第１３号による認定書を交付する。

　（市指定無形文化財に関する規定の準用）

第５５条　第１５条第２項，第１６条及び第１７条の規定は，神戸市選定保存技術について準用する。

　　　第１１章　神戸市文化財保護審議会

　（会長及び副会長）

第５６条　神戸市文化財保護審議会（以下「審議会」という。）に，会長及び副会長を各一人を

　置く。

２　会長及び副会長は，委員の互選によって定める。

３　会長は，審議会に関する事務を処理し，審議会を代表する。

４　副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときはその職務を代理し，会長が欠けたとき

　はその職務を行う。

　（会議）

第５７条　審議会の会議は，会長が招集し，会長が議長となる。

２　審議会は，委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

３　審議会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決する

　ところによる。

　（部会）

第５８条　審議会に，必要に応じ部会を置くことができる。

２　部会に属すべき委員は，会長が指名する。

３　部会に部会長を置く。

４　部会長は，部会に属する委員の互選によって定める。

５　部会長は，部会に関する事務を処理する。

　（伝建部会）

第５８条の２　審議会に伝統的建造物群保存地区に関する部会（以下「伝建部会」という。）を

　置く。

２　伝建部会は，伝統的建造物群保存地区を適切に保存するために，当地区に関する重要な事

　項を審議する。
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３　伝建部会は，伝建部会長が招集し，伝建部会長が議長となる。

４　伝建部会は委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

５　伝建部会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決す

　るところによる。

６　第２項に規定する事項のうち，神戸市都市景観条例（昭和５３年１０月条例第５９号）第２１条第

　１項の規定に基づく伝統的建造物以外の建築物等の許可申請において，市長が許可基準及び

　修景基準の緩和を検討するものについては，伝建部会の議決をもって神戸市文化財保護審議

　会の意見とする。この場合において，伝建部会長は，次の審議会においてこれを報告しなけ

　ればならない。

　（専門調査員）

第５９条　部会に，必要に応じ専門調査員を置くことができる。

２　専門調査員は，部会長の命を受けて，部会の所掌事務について委員を補佐する。

３　専門調査員は，市長が委嘱する。

　（庶務）

第６０条　審議会の庶務は，文化スポーツ局において処理する。

　（会長への委任）

第６１条　審議会の運営に関し必要な事項は，会長が審議会に諮って定める。

　　　第１２章　補則

　（施行細目の委任）

第６２条　この規則の施行に関し必要な事項は，文化スポーツ局長が定める。

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

別表

　　登録文化財台帳，地域文化財台帳及び歴史的建造物台帳に記載する事項 
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記載内容文化財の種類

名称，員数，種別，構造及び形式，所有者，所在地，区域，登録，

認定又は選定の年月日

登録有形文化財

地域有形文化財

歴史的建造物等

名称，保持者又は保持団体，所在地，登録の年月日登録無形文化財

地域無形文化財

名称，員数，構造及び形式，所有者，所在地，登録又は認定の年

月日

登録有形民俗文化財

地域有形民俗文化財

名称，種別，保存に当たることを適当と認める者，所在地，登録

又は認定の年月日

登録無形民俗文化財

地域無形民俗文化財

名称，種別，所有者，所在地，区域，登録又は認定の年月日登録史跡名勝天然記念物

地域史跡名勝天然記念物
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１３４３

―――――――――――――――――

　神戸市風見鶏の館等条例施行規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

     神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第９６号　

　　　神戸市風見鶏の館等条例施行規則

　（趣旨）

第１条　この規則は，神戸市風見鶏の館等条例（平成１１年３月条例第４９号。以下「条例」とい

　う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　（休館日）

第２条　神戸市風見鶏の館及び神戸市ラインの館（以下「風見鶏の館等」という。）の休館日

　は，次に掲げる日とする。

　⑴　神戸市風見鶏の館にあっては６月の第１火曜日及び２月の第１火曜日（当該日が国民の

　　祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）に

　　当たる場合は，その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日）

　⑵　神戸市ラインの館にあっては２月の第３木曜日及び６月の第３木曜日（当該日が休日に

　　当たる場合は，その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日）

　⑶　前２号に掲げるもののほか，条例第１４条第１項に規定する指定管理者（以下単に「指定

　　管理者」という。）が特に必要があると認める日

２　指定管理者は，風見鶏の館等の管理運営上特に必要があると認めるときは，前項第１号及

　び第２号の規定にかかわらず，これらの日に開館することができる。

　（開館時間）

第３条　風見鶏の館等の開館時間は，次のとおりとする。

　⑴　神戸市風見鶏の館にあっては，午前９時から午後６時まで

　⑵　神戸市ラインの館にあっては，午前９時から午後６時まで

２　指定管理者は，風見鶏の館等の管理運営上特に必要があると認めるときは，前項の規定に

　かかわらず，同項の開館時間を変更することができる。

　（入館料及び特別入場料）

第４条　条例第３条第１項に規定する規則で定めるものは，市内に居住する満６５歳以上の者と

　する。

２　条例第３条第３項に規定する規則で定める率は，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，当

　該各号に定める率とする。

　⑴　前売りを行う場合　１割

　⑵　前号に掲げるもののほか，市長が特に必要があると認める場合　市長がその都度定める

　　率

　（入館料及び特別入場料の後納）

第５条　条例第４条ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは，次に掲げると

　きとする。

　⑴　国，地方公共団体その他公共団体が公益上の目的で入館するとき。
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　⑵　指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。

　（入館料等の減免）

第６条　条例第５条に規定する規則で定める特別の理由があるときは，次の各号に掲げるとき

　とし，当該各号に定めるところにより，入館料及び特別入場料（以下「入館料等」とい 

　う。）を減額し，又は免除する。

　⑴　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する小学校，中学校，義務教育学校，

　　中等教育学校又は特別支援学校の教職員が，教育上の目的のために児童又は生徒を引率し

　　て入館するとき。　免除

　⑵　身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定する身体障害者手帳，療育手

　　帳，精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条に規定す

　　る精神障害者保健福祉手帳，特定疾患医療受給者証，先天性血液凝固因子障害医療受給者

　　証又は小児慢性特定疾患承認書の交付を受けている者が入館するとき。　免除

　⑶　身体障害者手帳（当該身体障害者手帳に記載された身体障害者等級表による級別が１級

　　又は２級のものに限る。）又は療育手帳，精神障害者保健福祉手帳（当該精神障害者保健

　　福祉手帳に記載された障害等級が１級のものに限る。）の交付を受けている者の介護人が

　　これらの者とともに入館するとき。　免除

　⑷　前各号に掲げるもののほか，指定管理者が特に必要があると認めるとき。　指定管理者

　　が必要があると認める額の減額又は免除

　（入館料等の返還）

第７条　条例第６条ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは，次の各号に掲

　げるときとし，返還する入館料等の額は，当該各号に定める額とする。

　⑴　天災地変その他その責めに帰することのできない理由により入館することができなくな

　　ったとき。　全額

　⑵　前号に掲げるもののほか，指定管理者が返還すべき正当な理由があると認めたとき。　

　　指定管理者がその都度定める額

　（行為の禁止）

第８条　条例第１２条に規定する規則で定める行為は，次に掲げる行為とする。

　⑴　火災，爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をすること。

　⑵　騒音又は大声を発し，暴力を用い，その他他人の迷惑になる行為をすること。

　⑶　風見鶏の館等の施設又はその附属設備（以下「施設等」という。）を汚損し，損傷し，

　　若しくは滅失し，又はこれらのおそれのある行為をすること。

　⑷　所定の場所以外の場所へ立ち入ること。

　⑸　所定の場所以外の場所において喫煙し，飲食し，又は火気を使用すること。

　⑹　前各号に掲げるもののほか，指定管理者が風見鶏の館等の管理上支障があると認める行

　　為

　（損傷等の届出）

第９条　施設等を汚損し，損傷し，又は滅失した者は，直ちにその旨を係員に届け出て，その

　指示を受けなければならない。

　（施行細目の委任）

第１０条　この規則の施行に関し必要な事項は，文化スポーツ局長が定める。

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１３４４



１３４５

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

　（指定管理者不在等期間における施設の管理に関する業務）

２　市長が指定管理者の指定を取り消し，指定管理者が解散し，その他指定管理者がいなくな

　った場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は，その時からその直後に指定管

　理者を指定し，又は当該停止の期間が終了する時までの間（以下「指定管理者不在等期間」

　という。）における第２条第１項第３号及び第２項，第３条第２項，第５条第２号，第６条，

　第７条並びに第８条の規定の適用については，第２条第１項第３号中「条例第１４条第１項に

　規定する指定管理者（以下単に「指定管理者」という。）とあるのは「市長」と，第２条第

　２項，第３条第２項，第５条第２号，第６条，第７条並びに第８条中「指定管理者」とある

　のは「市長」とする。

３　指定管理者不在等期間における風見鶏の館等の使用については，神戸市立婦人会館条例施

　行規則等の一部を改正する規則（平成１８年３月教育委員会規則第１４号）による改正前の神戸

　市風見鶏の館等条例施行規則第６条第２項，第７条第２項並びに第８条並びに様式第１号か

　ら様式第４号までの規定の例による。

―――――――――――――――――

　神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例施行規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

     神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第９７号

　　　神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例施行規則

　（趣旨）

第１条　この規則は，神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例（平成１２年３月条例第６４

　号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　（使用の許可）

第２条　条例第５条第１項の規定により，同項の施設等の使用に係る許可を受けようとする者

　は，別に定める様式による申請書を市長（条例第２１条第１項に規定する指定管理者（以下単

　に「指定管理者」という。）に同項の業務を行わせている場合にあっては当該指定管理者。

　以下この条において同じ。）に提出しなければならない。

２　市長は，前項の規定による許可をしたときは，前項の規定により申請を行った者に別に定

　める様式による許可書を交付する。

３　第１項の規定による許可を受けた者は，当該許可に係る事項を変更しようとするときは，

　市長の許可を受けなければならない。

　（届出事項）

第３条　条例第６条に規定する規則で定める事項は，次に掲げる事項とする。

　⑴　入場料，受講料その他の対価を収受する場合における当該金額

　⑵　入場券，受講券その他の施設等の利用に必要な券類を発行する場合における当該発行枚
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　　数

　⑶　催物その他の施設等の使用により行おうとする事業の内容

　（使用料の後納）

第４条　条例第１０条ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは，次に掲げると

　きとする。

　⑴　国又は地方公共団体が使用するとき。

　⑵　前号に掲げるもののほか，指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。

　（使用料の減免）

第５条　条例第１１条に規定する規則で定める特別の理由があるときは，次の各号に掲げるとき

　とし，当該各号に定めるところにより，使用料を減額し，又は免除する。

　⑴　指定管理者が神戸市生涯学習支援センターその他の施設（条例第４条第９号から第１１号

　　までに掲げる施設を除く。以下「支援センター」という。）の事業として使用するとき。

　　　免除

　⑵　国，地方公共団体又は公共的団体が公益上の目的のために使用する場合において，指定

　　管理者が特に必要があると認めるとき。　使用料の５割相当額の減額

　⑶　前２号に掲げるもののほか，特別な事情がある場合において，指定管理者が特に必要が

　　あると認めるとき。　使用料の５割相当額の減額又は免除

　（使用料の返還）

第６条　条例第１２条ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは，次の各号に掲

　げるときとし，返還する使用料の額は，当該各号に定める額とする。

　⑴　天災地変，不可抗力その他使用者の責めに帰すことのできない理由により施設等を使用

　　できないとき。　全額

　⑵　指定管理者が条例第１５条第２項の規定により使用許可を取り消したとき。　全額

　⑶　使用者が，使用しようとする日の７日前の日（当該日が休館日の場合は，その翌日）ま

　　でに指定管理者に申し出て，使用許可の取消しを受けたとき。　全額

　⑷　第２条第５項の規定による変更の許可を受けた場合において，変更前の使用料の額が変

　　更後の使用料の額を超えたとき。　超過して納付している額

　⑸　前各号に掲げるもののほか，指定管理者が特に必要があると認めるとき。　指定管理者

　　が認める額

　（禁止行為）

第７条　条例第１７条に規定する規則で定める行為は，次に掲げる行為とする。

　⑴　火災，爆発その他の危険を生じるおそれのある行為をすること。

　⑵　騒音又は大声を発し，暴力を用い，その他他人に迷惑になる行為をすること。

　⑶　施設又はその附属設備を汚損し，損傷し，若しくは滅失し，又はこれらのおそれのある

　　行為をすること。

　⑷　所定の場所以外の場所で飲食し，又は喫煙すること。

　⑸　所定の場所以外の場所へ立ち入ること。

　⑹　前各号に掲げるもののほか，指定管理者が支援センターの管理上支障があると認める行

　　為

　（指定管理者の指定の申請に係る書類）
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第８条　条例第２１条第２項に規定する規則で定める書類は，次に掲げる書類とする。

　⑴　指定申請書（団体の名称，主たる事務所の所在地，代表者の氏名並びに担当者の氏名及

　　び連絡先並びに指定管理者の指定を受けたい旨を記載した書面をいう。）

　⑵　条例第２１条第１項各号に掲げる業務の事業計画書

　⑶　条例第２１条第１項各号に掲げる業務の収支予算書

　⑷　定款又は寄附行為及び法人登記簿（法人以外の団体にあっては，これらに相当する書 

　　類）

　⑸　前各号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める書類

　（附属設備の使用料）

第９条　条例別表第２号に規定する規則で定める額は，別表左欄に掲げる区分に応じ，同表の

　右欄に掲げる額とする。

　（損傷の届出等）

第１０条　支援センター内の施設又はその附属設備を汚損し，損傷し，又は滅失した者は，直ち

　にその旨を支援センターの係員に届け出て，指示を受けなければならない。

　（使用後の点検）

第１１条　使用者は，その使用が終わったときは，支援センターの係員の点検を受けなければな

　らない。

　（使用時間）

第１２条　支援センターの使用時間は，午前９時から午後９時までとする。ただし，日曜日及び

　国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日にあっては，午前

　９時から午後５時までとする。

２　指定管理者は，支援センターの管理運営上特に必要があると認めるときは，前項の規定に

　かかわらず，同項の使用時間を変更することができる。

　（休館日）

第１３条　支援センターの休館日は，次に掲げる日とする。

　⑴　１２月２８日から翌年の１月４日までの日

　⑵　前号に掲げるもののほか，指定管理者が特に必要があると認める日

２　指定管理者は，支援センターの管理運営上特に必要があると認めるときは，前項の規定に

　かかわらず，これらの日に開館することができる。

　（施行細目の委任）

第１４条　この規則の施行に関し必要な事項は，文化スポーツ局長が定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

　（指定管理者不在等期間における施設の管理に関する業務）

２　市長が指定管理者の指定を取り消し，指定管理者が解散し，その他指定管理者がいなくな

　った場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は，その時からその直後に指定管

　理者を指定し，又は当該停止の期間が終了する時までの間（以下「指定管理者不在等期間」

　という。）における第４条第２号，第５条第１号，第２号及び第３号，第６条第２号，第３

　号及び第５号，第７条第６号，第１１条第２項並びに第１２条第１項及び第２項の規定の適用に
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　ついては，第４条第２号中「条例第２１条第１項に規定する指定管理者（以下単に「指定管理

　者」という。）」とあるのは「市長」と，第５条第１号中「指定管理者」とあるのは「市」

　と，第５条第２号及び第３号，第６条第２号，第３号及び第５号，第７条第６号，第１１条第

　２項並びに第１２条第１項及び第２項中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

３　指定管理者不在等期間における生涯学習支援センターその他の施設の使用については，神

　戸市立婦人会館条例施行規則等の一部を改正する規則（平成１８年３月教育委員会規則第１４ 

　号）による改正前の神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例施行規則第２条第１項か

　ら第５項まで，第６条第２項及び第７条第２項並びに様式第１号から様式第４号までの規定

　の例による。

別表（第３条関係）

　備考　使用の回数については，条例別表第１号に規定する施設の使用料の使用時間の区分に

　　従い，同表の午前，午後又は夜間の使用をもって１回，同表の午前・午後又は午後・夜間

　　の使用をもって２回，同表の終日の使用をもって３回の使用とする。

―――――――――――――――――

　神戸ゆかりの美術館条例施行規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

     神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第９８号

　　　神戸ゆかりの美術館条例施行規則

　（趣旨）

第１条　この規則は，神戸ゆかりの美術館条例（平成１８年１２月条例第３０号。以下「条例」とい
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使用料附属設備

１台１回につき　１，５００円グランドピアノ

１台１回につき　３００円オーバーヘッドプロジェクタ

１台１回につき　３００円スライド映写機

１台１回につき　１，０００円デジタルプロジェクタ

１式１回につき　３００円ワイヤレスアンプ・マイク

１台１回につき　３００円モニターテレビ

１台１回につき　３００円ビデオデッキ

１台１時間につき　６００円陶芸用電気炉

１台１月につき　２５０円ロッカー

１式１時間につき　１，０００円夜間照明設備（運動場）



１３４９

　う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　（休館日）

第２条　神戸ゆかりの美術館（以下「美術館　」という。）の休館日は，次に掲げる日とする。

　⑴　月曜日（当該日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

　　（以下「休日」という。）に当たる場合は，その翌日以降の日のうち休日に当たらない最

　　初の日）

　⑵　休日の翌日（当該日が土曜日，日曜日，休日又は前号の規定による休館日に当たる場合

　　を除く。）

　⑶　１２月２９日から翌年１月３日までの日

　⑷　前３号に掲げるもののほか，市長が特に必要があると認める日

２　市長は，美術館の管理運営上特に必要があると認めるときは，前項第１号から第３号まで

　の規定にかかわらず，これらの日に開館することができる。

　（開館時間等）

第３条　美術館の開館時間は，午前１０時から午後５時までとする。ただし，入館できる時間は，

　午前１０時から午後４時３０分までとする。

２　市長は，美術館の管理運営上特に必要があると認めるときは，前項の規定にかかわらず，

　同項の開館時間及び入館できる時間を変更することができる。

　（特別入館券）

第４条　条例第４条第２項に規定する特別入館券は，特別展入館券及び招待券とする。

２　招待券は，市長が事業上特別の理由があると認める者に対して，発行するものとし，その

　料金は無料とする。　

　（入館料の徴収）

第４条　入館料は，様式第１号による個人入館券又は様式第２号による団体入館券の発行によ

　り徴収する。

２　市長は，特に必要があると認めるときは，前項に規定する個人入館券及び団体入館券に代

　えて別の様式を定め，これにより入館料を徴収することができる。

３　条例第５条ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは，次に掲げるときと

　する。

　⑴　国又は地方公共団体その他公共団体の職員が公益上の目的で入館するとき。

　⑵　前号に掲げるもののほか，市長が特に必要があると認めるとき。

　（入館料の減免）

第５条　条例第６条に規定する規則で定める規則で定める特別の理由があるときは，次の各号

　に掲げるときとし，当該各号に定めるところにより，入館料を減額し，又は免除する。ただ

　し，特別展の入館料の減免額は，その都度市長が定める。

　⑴　学校教育法第１条に規定する学校の教職員が，教育上の目的のために園児，児童，生徒

　　又は学生を引率して入館するとき。　免除

　⑵　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する児童福祉施設（助産施設及び乳

　　児院を除く。）の職員及び職員を補助する者が，教育上の目的のために児童を引率して入

　　館するとき。　免除

　⑶　身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定する身体障害者手帳，療育手
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　　帳，精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条に規定す

　　る精神障害者保健福祉手帳，難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０

　　号）第７条に規定する医療受給者証，先天性血液凝固因子障害等医療受給者証又は小児慢

　　性特定疾患承認書の交付を受けている者が入館するとき。　免除

　⑷　身体障害者手帳（当該身体障害者手帳に記載された身体障害者等級表による級別が１級

　　又は２級のものに限る。），療育手帳　又は精神障害者保健福祉手帳（当該精神障害者保

　　健福祉手帳に記載された障害等級が１級のものに限る。）の交付を受けている者の介護人

　　がこれらの者とともに入館するとき。　全額

　⑸　市内に居住する満６５歳以上の者が入館するとき。　全額

　⑹　前各号に掲げるもののほか，市長が特に必要があると認めるとき。　市長が必要がある

　　と認める額の減額又は免除

　（入館料の減免申請等）

第６条　条例第６条の規定により入館料の減額又は免除を受けようとする者は，市長が必要が

　ないと認めるときを除くほか，様式第３号による入館申込兼入館料減免申請書を市長に提出

　しなければならない。

２　市長は，条例第６条の規定により減免したときは，前項の規定により申請を行った者に様

　式第４号による入館料減免通知書を交付する。

３　前２項の規定は，前条第１項第３号から第６号に該当する者，その他市長が特に必要があ

　ると認める者には適用しない。ただし，入館の際に，同項第３号に該当する者は同号に規定

　する手帳等を，同項第５号に該当する者は市内に居住する満６５歳以上の者であることを証す

　る書類を提示しなければならない。

　（入館料の返還）

第７条　条例第７条ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは，次の各号に掲

　げるときとし，返還する入館料の額は，当該各号に定める額とする。

　⑴　天災地変その他入館しようとする者の責めに帰することのできない理由により入館でき

　　ないとき。　

　⑵　管理運営上の都合により観覧できないとき。

　⑶　前号に掲げるもののほか，市長が特に必要があると認めるとき。　

２　観覧料の返還額については，市長が別に定める。　

　（資料の特別利用の許可申請等）

第８条　条例第８条に規定により，美術館資料の熟覧，模写，模造，撮影等（以下「資料の特

　別利用」という。）をしようとする者は，様式第５号による資料の特別利用許可申請書を市

　長に提出し，その許可を受けなければならない。

２　市長は前項の規定による許可をしたときは，前項の規定のより申請を行った者に様式第６

　号による資料の特別利用許可書を交付する。

３　資料の特別利用は，美術館内の所定の場所において美術館の係員の指示に従って行われな

　ければならない。

４　前項の規定にかかわらず，市長は，他の博物館，美術館その他の市長が適当と認めるもの

　に，資料の特別利用のため資料を美術館外に貸し出すことができる。

５　前項の規定による貸出しし（以下「館外貸出し」という。）を受けようとする者は，あら
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　かじめ様式第７号による館外貸出許可申請書を市長に提出し，その許可を受けなければなら

　ない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

６　市長は，前項の規定による許可をしたときは，前項の規定のより申請を行った者に様式第

　８号による館外貸出許可書を交付する。

７　市長は，第１項及び第５項に規定する許可に博物館の管理運営上必要な条件を付すること

　ができる。

　（資料の特別利用の制限）

第９条　市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，資料の特別利用を許可しないものと

　する。

　⑴　資料の特別利用によって資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき

　⑵　現に資料が展示されているとき

　⑶　寄託された資料で寄託者の同意を得ていないとき

　⑷　著作権者がある資料で，著作権者の同意を得ていないとき

　⑸　前各号に掲げるもののほか，市長が資料の特別利用をすることを不適当と認めるとき

２　資料の館外貸出しの期間は，３月以内とする。ただし，市長が特に必要があると認めると

　きは，この限りではない。

３　市長は，美術館の都合により必要があるときは，資料の貸出期間中であっても当該資料の

　返還を求めることができる。

４　市長は，資料の特別利用の許可を受けた者が，許可の条件に違反したとき又は違反するお

　それがあると認めるときは，資料の特別利用許可を取り消し，利用の停止又は返還を命じる

　ことができる。

　（施設の特別利用）

第１０条　条例第９条第１項に規定する規則で定める特別の理由があるときは，次に掲げるとき

　とする。

　⑴　市が共催する事業に利用するとき。

　⑵　市を構成員とする実行委員会等が主催する事業に利用するとき。

　⑶　前２号に掲げるもののほか，市長が特に必要があると認めるとき。

２　条例第９条第２項に規定する許可の対象となる施設は，次に掲げるものとする。

　⑴　展示室１

　⑵　展示室２

　⑶　展示室３

　⑷　エントランス

　⑸　多目的室

　⑹　映像室

　（施設の特別利用の許可申請等）

第１１条　条例第９条第１項に規定する美術館の一部の施設の利用（以下「施設の特別利用」と

　いう。）をしようとする者は，あらかじめ様式第９号による特別利用許可申請書を市長に提

　出し，その許可を受けなければならない。

２　市長は，前項の規定による許可をしたときは，様式第１０号による特別利用許可書を交付す

　る。
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３　市長は，必要があると認めるときは，第３条に定める開館時間以外の時間であっても，第

　１項の施設の特別利用を許可することができる。

４　市長は，第１項の許可に美術館の管理運営上必要な条件を付すことができる。

　（施設の特別利用の制限）

第１２条　市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，施設の特別利用を許可しないものと

　する。

　⑴　美術館の運営に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。

　⑵　当該施設が使用（準備及び撤収作業を含む。）されているとき。

　⑶　前号に掲げるもののほか，市長が施設の特別利用をすることを不適当と認めるとき。

２　市長は，美術館の都合により必要があると認めるときは，施設の特別利用を許可した場合

　であっても，当該施設の特別利用の停止を求めることができる。

３　市長は，施設の特別利用の許可を受けた者が，許可条件に違反したとき又は違反するおそ

　れがあると認められるときは，施設の特別利用の許可を取消し，利用の停止又は退去を命じ

　ることができる。

　（損害の賠償等）　

第１３条　資料の特別利用の許可又は施設の特別利用の許可を受けた者は，美術館の施設，設備

　又は資料等を汚損し，損傷し，又は滅失したときは，速やかに市長に届け出て，その指示す

　るところに従い，これを原状に復し，又はその損害を賠償しなければならない。

　（損傷の届出等）

第１４条　入館者は，美術館の施設，設備又は資料等を汚損し，損傷し，又は滅失したときは，

　その旨を美術館の係員に届け出て，その指示に従わなければならない。

　（行為の禁止）

第１５条　条例第１１条に規定する規則で定める行為は，次に掲げる行為とする。

　⑴　火災，爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為

　⑵　騒音又は大声を発し，暴力を用い，その他他人の迷惑になる行為

　⑶　館の施設，設備又は条例第１条の美術館資料を汚損し，損傷し，若しくは滅失する行為

　　又はこれらのおそれのある行為

　⑷　所定の場所以外の場所へ立ち入ること

　⑸　所定の場所以外の場所において飲食し，又は喫煙すること

　⑹　市長の許可なしに物品その他の物を販売し，又は金品の寄付募集等を行う，若しくは行

　　わせること。

　⑺　前各号に掲げるもののほか，市長が美術館の管理運営上支障があると認める行為

　（施行細目の委任）

第１６条　この規則の施行に関し必要な事項は，文化スポーツ局長が定める。

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。
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―――――――――――――――――

　社会教育の適切な実施の確保に関する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

     神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第１００号

　　　社会教育の適切な実施の確保に関する規則

（趣旨）

第１条　この規則は，社会教育法（昭和２４年法律第２０７号。以下「法」という。）第８条の２

　第１項の規定に基づき，社会教育の政治的中立性，継続性及び安定性の確保，地域住民の意

　向の反映並びに学校教育との連携を図るため，地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

　（昭和３１年法律第１６２号）第２３条第１項第１号に掲げる事務（以下「特定事務」という。）

　のうち，教育委員会の所管に属する学校，社会教育施設その他の施設における教育活動と密

　接な関連を有するもの等を定めるものとする。

　（対象事務）

第２条　前条に規定する教育活動と密接な関連を有する事務は，次に掲げる事務とする。

　⑴　神戸市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例

　　（平成３１年３月条例第３４号。以下「条例」という。）本則第１号に規定する特定社会教育

　　機関の設置及び廃止に関する事務

　⑵　条例本則第１号に規定する特定社会教育機関の管理に関する事務のうち，新たに開始し，

　　又は終了することにより教育活動の円滑な実施に支障が生じるおそれがあるもの

　（意見の聴取）

第３条　市長は，法第８条の２の規定により教育委員会の意見を聴かなければならないことと

　されている事項のほか，社会教育の適切な実施を確保するために必要があると認める事項に

　ついて，教育委員会の意見を聴くことができる。

　（情報の提供）

第４条　市長は，教育委員会に対し，教育委員会の職務に関して必要と認める特定事務の管理

　及び執行に係る情報を提供するものとする。

　（施行細目の委任）

第５条　この規則の施行について必要な事項は，文化スポーツ局長が別に定める。

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険の保険料の減免に関する規則をここに公布

する。

　　令和２年６月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第１７号
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　　　新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険の保険料の減免に関する規則

　（条例第２３条第３号に規定する規則で定める特別の理由）

第１条　神戸市介護保険条例（平成１２年３月条例第９８号）第２３条第３号に規定する規則で定め

　る特別の理由は，神戸市介護保険条例施行規則（平成１２年３月規則第１２９号）第３３条に規定

　するもののほか，次の各号のいずれかに掲げる理由とする。

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

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

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

　　又は重篤な傷病を負ったこと。

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

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

　　いう。），不動産収入（所得税法第２６条第２項に規定する不動産所得に係る総収入金額を

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

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

　　下「事業収入等」という。）の減少が見込まれ，かつ次のいずれにも該当すること。

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

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

　　　の１０分の３以上であること。

　　イ　減少することが見込まれる事業収入等に係る所得（以下「減少見込み所得」という。

　　　以下同じ。）以外の前年の所得の合計額（神戸市介護保険条例第８条第１項第６号アに

　　　規定する合計所得金額であって，減少見込み所得を除いた額をいう。）が４００万円以下

　　　であること。

　（保険料の減免）

第２条　前条各号のいずれかに該当する場合における保険料の減額又は免除に関して，次に掲

　げる事項その他の必要な事項については，福祉局長が定める。

　⑴　減額又は免除のどちらを行うかの基準

　⑵　減額する場合におけるその金額

　⑶　減額又は免除を行う期間

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，公布の日から施行する。

　（適用期間）

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

　の期間に係るもの及び令和２年度分の保険料について適用する。
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神戸市告示第１６３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１２日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　本多聞６丁目自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市垂水区本多聞６丁目１７番１０号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　西松　央一  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市垂水区本多聞６丁目１７番１０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

　　　「神戸市垂水区本多聞６丁目４番６号」を「神戸市垂水区本多聞６丁目１７番１０号」に改

　　める。

　⑵　代表者の氏名

　　　「田口　和成」を「西松　央一」に改める。

　⑶　代表者の住所

　　　「神戸市垂水区本多聞６丁目４番６号」を「神戸市垂水区本多聞６丁目１７番１０号」に改

　　める。

３　変更の年月日   

　　令和２年４月２６日   　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１６４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１２日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  
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１３６９

　　　藤原台北町自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区藤原台北町２丁目８番１号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　井上　忠明  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区藤原台北町３丁目１２番４号  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「前山　美由紀」を「井上　忠明」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市北区藤原台北町４丁目６番６号」を「神戸市北区藤原台北町３丁目１２番４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１６５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１２日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　中大沢自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区大沢町中大沢６１１番地  

　⑶　代表者の氏名  

　　　小渕　賀也  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区大沢町中大沢１４７６番地  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「橋本　久壽」を「小渕　賀也」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市北区大沢町中大沢１０４４の１番地」を「神戸市北区大沢町中大沢１４７６番地」に改

　　める。   

３　変更の年月日   

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号



　　令和２年４月１日   

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第１６６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１５日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　藤原台中町自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区藤原台中町３丁目６番７号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　堀内　祐樹  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区藤原台中町７丁目４０番８号  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「赤松　浩子」を「堀内　祐樹」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市北区藤原台中町７丁目８番５号」を「神戸市北区藤原台中町７丁目４０番８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１６７号

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

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

る。

　　令和２年６月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１３７０

名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
指定年月日

（対象となる寄附金）
指定番号

特定非営利活動法人　神戸アイライト協会令和２年６月４日２０２００００４



１３７１

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１６８号

　神戸市公印規則（昭和５２年３月規則第１１１号）第７条第１項の規定により印影等を印刷する

ことができる文書の名称，使用公印の名称，様式及び書体並びに印影等の寸法の件（昭和６０年

４月告示第６号）の一部を次のように改正する。

　　令和２年６月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

　前文中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改める。

「

        　」

を

「

        　」

に改める。  

―――――――――――――――――

神戸市告示第２００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１７日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　朝谷町自治会  

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

理事長　森　一成

神戸市中央区神若通五丁目３番２６号

中山記念会館内

（令和２年５月２０日から

令和７年５月１９日までに

支出された寄附金）

印影等の寸法

（ミリメートル）

使　用　公　印
文　　　書　　　名

書　体様式名　称

方２０れい書３３
下水道管理専

用市長の印
排水設備計画（変更）確認証

印影等の寸法

（ミリメートル）

使　用　公　印
文　　　書　　　名

書　体様式名　称

方２０隷書２９
下水道管理専

用市長の印
排水設備計画（変更）確認証



　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市垂水区朝谷町２２番地の９  

　⑶　代表者の氏名  

　　　松下　高司  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市垂水区朝谷町３１６番地の２８  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「土淵　郁子」を「松下　高司」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市垂水区朝谷町１７番地の９」を「神戸市垂水区朝谷町３１６番地の２８」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２０１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１７日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　若草町自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市須磨区若草町２丁目１９番地の８  

　⑶　代表者の氏名  

　　　田中　豊一  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市須磨区若草町２丁目２１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

　　　「奥山　勝太」を「田中　豊一」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市須磨区若草町３丁目１０番地の４」を「神戸市須磨区若草町２丁目２１番地の４」

　　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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１３７２



１３７３

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第２０２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１７日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　多井畑東町自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市須磨区多井畑東町３１番地の１  

　⑶　代表者の氏名  

　　　岡　望  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市須磨区多井畑東町７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

　　　「奥　良也」を「岡　望」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市須磨区多井畑東町７番地の５」を「神戸市須磨区多井畑東町７番地の７」に改

　　める。

３　変更の年月日   

　　令和２年５月２４日   

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２０３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１７日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　舞多聞西風の丘クラブ  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市垂水区舞多聞西１丁目９番１１号  

　⑶　代表者の氏名  

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号



　　　中坂　勇気  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市垂水区舞多聞西１丁目９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

　　　「神戸市垂水区舞多聞西１丁目１１番１３号」を「神戸市垂水区舞多聞西１丁目９番１１号」

　　に改める。

　⑵　代表者の氏名

　　　「吉田　淳」を「中坂　勇気」に改める。

　⑶　代表者の住所

　　　「神戸市垂水区舞多聞西１丁目１１番１３号」を「神戸市垂水区舞多聞西１丁目９番１１号」

　　に改める。   

３　変更の年月日   

　　令和２年４月１８日

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２０４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１７日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　陸ノ町自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市垂水区陸ノ町１番１３号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　井上　考之  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市垂水区陸ノ町７番２４号  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「林　善友」を「井上　考之」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市垂水区陸ノ町５番９号」を「神戸市垂水区陸ノ町７番２４号」に改める。

３　変更の年月日   

　　令和２年５月３日　

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１３７４



１３７５

―――――――――――――――――

神戸市告示第２０５号

　公共下水道の供用及び終末処理場による下水の処理を開始するので，下水道法（昭和３３年法

律第７９号）第９条の規定に基づき，次のとおり告示する。

　その関係図面は，神戸市建設局下水道部管路課において一般の縦覧に供する。

　　令和２年６月３０日

    神戸市

　　　    代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

１　供用開始及び下水の処理開始の年月日

　　令和２年７月１０日

２　下水を排除する区域及び下水を処理する区域並びに供用を開始する排水施設の位置

　　東灘区　本山町岡本の一部

　　灘　区　篠原伯母野山町３丁目の一部

　　須磨区　妙法寺の一部

　　北　区　山田町上谷上，有野町有野，上津台４丁目，菖蒲が丘３丁目，道場町日下部の各

　　　　　一部

　　垂水区　名谷町，小束台東の各一部

　　西　区　伊川谷町潤和，伊川谷町有瀬，二ツ屋２丁目の各一部

３　供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別

　　分流式

４　終末処理場の名称及び位置

　⑴　東灘区，灘区は，東灘処理場

　⑵　須磨区は，西部処理場

　⑶　北区山田町上谷上は，兵庫県加古川上流浄化センター

　⑷　北区有野町有野，上津台４丁目，菖蒲が丘３丁目，道場町日下部は，兵庫県武庫川上流

　　浄化センター

　⑸　垂水区は，垂水処理場

　⑹　西区は，玉津処理場

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２０６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３０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，

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号



　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。）

３　返還事務を行う時間

　　魚崎浜保管所及び稗原保管所

　　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２０７号

　車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第４項の規定に基づき，国際海上コンテナの運

搬用のセミトレーラ連結車（以下「国際海上コンテナ車」という。）の重量及び長さの最高限

度を引き上げる道路として下記の道路を指定する。

　　令和２年６月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定する道路の路線名及び区間

　　次表のとおり

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１３７６

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

東灘区御影塚町２丁目２７番２０号

建設局東部建設事務所

電話　８５４－２１９１

令和２年５月２８日台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

灘区管内

自転車等長期放置

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

１０

０

自転車 

原動機付自転車

東灘区管内

自転車等長期放置

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

区　　　　間路　　線　　名

兵庫県神戸市須磨区大池町５丁目１３２番
神戸市道鷹取駅下中島線

兵庫県神戸市須磨区大池町５丁目１１８番２



１３７７

２　指定する期日　　　　　　令和２年６月３０日

  公     告  

神戸市公告第２３４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１２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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

兵庫県神戸市須磨区大池町５丁目１３２番
神戸市道妙法寺川左岸線

兵庫県神戸市須磨区大池町５丁目１１番１

兵庫県神戸市須磨区大池町５丁目１１番１
兵庫県道２１号神戸明石線

兵庫県神戸市須磨区寺田町２丁目１２４番８

兵庫県神戸市須磨区寺田町２丁目１２４番８
神戸市道西出高松前池線

兵庫県神戸市長田区大橋町９丁目２３番

垂水処理場ブロワー棟照明設備改修工事工 事 名

神戸市垂水区平磯１丁目１－６５工事場所

令和３年２月２６日完成期限

垂水処理場ブロワー棟照明設備等改修に伴う電気設備工事一式。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

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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

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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１３７８

　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，⑶⑷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１２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



１３７９

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２３５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１２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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

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

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

摩耶ふ頭Ａ，Ｅ上屋止水板他改修工事工 事 名

神戸市灘区摩耶埠頭工事場所

令和３年２月２６日完成期限

既設止水板改修工事，脱着式止水板設置工事工事概要

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



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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１３８０

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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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１２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



１３８１

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２３６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１２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

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

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



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

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１３８２

（仮称）新下山手住宅１号棟エレベーター設備工事工 事 名

神戸市中央区下山手通９丁目工事場所

令和４年５月３１日完成期限

鉄筋コンクリート造　地上７，１０階建の建設に伴うエレベーター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

　ただし，平成３０年１０月２９日以降の審査基準日のものに限る。

経営事項審査

の結果の点数

⑴　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑵⑶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



１３８３

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

　

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

令和２年６月１２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）

提出期間

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

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



―――――――――――――――――

神戸市公告第２３７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１２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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１３８４

垂水処理場　本場２系最終沈殿池スカムスキマ機械設備工事工 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３月３１日完成期限

本工事は，垂水処理場本場２系最終沈殿池スカムスキマ機械設備の改築更新を

行うものである。

スカムスキマ機械設備工・・・１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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

その他



１３８５

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。

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

　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，⑵⑶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１２日（金）～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



　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２３８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１２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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１３８６

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

稗田小学校便所改修他工事工 事 名

神戸市灘区岸地通４－２－１工事場所

令和３年３月１５日完成期限

管理棟１階～３階及びＲ階便所改修工事

教室棟１階～４階便所改修工事

教室棟東側１階～４階便所改修工事

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

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

建築一般の総合点数が１，０３０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。その他



１３８７

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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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１２日（金）～６月２６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２９日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月３０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２３９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１２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１３８８

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７月１日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

本多聞高齢者介護支援センター給水・給湯設備改修工事工 事 名

神戸市垂水区本多聞７丁目２－２工事場所

令和２年１１月３０日完成期限

本多聞高齢者介護支援センター給水・給湯設備改修工事に伴う工事概要



１３８９

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

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

機械設備工事・電気設備工事一式

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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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



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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１３９０

令和２年６月１２日（金）～６月２６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２９日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月３０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７月１日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



１３９１

―――――――――――――――――

神戸市公告第２４０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１２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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

妙法寺地区他汚水管改良工事工 事 名

神戸市須磨区妙法寺　他工事場所

令和３年７月３０日完成期限

管きょ更生工　φ２００㎜　Ｌ＝１０７．５０ｍ，φ２５０㎜　Ｌ＝１，０２６．７８ｍ，

管きょ工（開削）Ｋ１φ１５０㎜　Ｌ＝４．４０ｍ，Ｋ１φ２００㎜　Ｌ＝２９．０２ｍ，

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式

工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　公益財団法人「日本下水道新技術機構」の建設技術審査証明を有す

　る管更生工法で，当該工事の全ての本管径に対応するいずれかの工法

　の使用が可能であること。また，配置予定技術者については，次の①

　及び②に該当する技術者とすること。

　　①上記工法に関する施工監理技術の研修又は講習を修了した者。

　　②下水道管路更生管理技士（一般社団法人　日本管路更生工法品質

　　確保協会），下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）（公益社

　　団法人　日本下水道管路管理業協会）又は，下水道管きょ更生施工

　　管理技士（一般社団法人　日本管更生技術協会）の資格を有する者。

⑷　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。

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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１３９２

　・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。

⑸　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，⑷⑸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，⑷⑸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１２日（金）～６月２６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２９日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月３０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



１３９３

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２４１号

　簡易型（実績確認型）総合評価落札方式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１２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４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

垂水漁港岸壁耐震補強工事（その５）工 事 名

神戸市垂水区平磯３丁目工事場所

令和３年１０月２９日完成期限

岸壁耐震補強（－５．０ｍ岸壁）

アンカー工５６箇所，電気防食工３６箇所
工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の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，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札そ の 他

令和２年７月１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



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　総合評価に関する事項

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１３９４

単独企業形態

土木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

土木Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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

参加資格の審査を行う。

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評 価 基 準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同
評価の方法



１３９５

４　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）

５　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。

６　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

７　入札の日時及び方法

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

令和２年６月１２日（金）～６月２６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（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

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年６月２９日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月３０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

「内訳書」を添付して「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。

方 法

第１日目　令和２年６月２９日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年６月３０日（火）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方 法

令和２年７月１日（水）午前１０時３０分を予定日 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　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「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



　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

　　入札価格が予定価格の制限の範囲内かつ，最低制限価格又は失格基準価格以上の価格をも

　って入札した者であり，技術評価点が標準点（１００点）以上である入札者のうち，評価値の

　最も高い者を落札候補者とする。

　　評価値の最も高い者が２人以上あるときは，電子入札システムの抽選機能により，落札候

　補者を決定する。

１１　入札保証金

　　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７条第２号の規

　定により免除します。

１２　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。

１３　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２４２号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年６月１２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１３９６

令和２年７月８日（水）午前１０時３０分を予定日 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



１３９７

　　令和２年度ＬＥＤ防犯灯器具購入（その１）

２　数量

　　５，０００基

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年５月２２日

５　落札者の氏名及び住所

　　東洋電気工事株式会社

　　　　代表取締役　合田　吉伸

　　神戸市兵庫区駅前通５丁目１番１８号

６　落札金額

　　１５，５００，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲内で最

　低の価格をもって入札した者を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年４月１日

―――――――――――――――――

神戸市公告第２４３号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

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

ます。

　　令和２年６月１２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る物品の名称及び調達の種類

　　小・中学校用スポットエアコン購入

２　数量

　　５１９台

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年５月１１日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　ダイキンエアテクノ株式会社　関西支店

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号



　　　　取締役関西支店長　中村　敦士

　　大阪府吹田市江坂町１丁目１７番２６号

６　随意契約に係る契約金額

　　６４，４６０，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

　　次項に規定する理由により，第５項に規定する者以外に契約の相手方となるべき者がいな

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

８　随意契約による理由

　　本件は，教育委員会による緊急事態宣言解除後の学校再開の対策として，特別教室等を活

　用して児童生徒の密集を避けることにより，感染予防対策を図る予定であるが，当該教室に

　は空調設備が設置されていないため熱中症対策として緊急に「スポットエアコン」を配備す

　ることになった。

　　今回，上記のとおり大量の「スポットエアコン」を配置するにあたり，納入期限までに全

　てを早急に納品できるのは上記請負人以外にはない。よって，随意契約を行うものである。

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第２４８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１７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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１３９８

摩耶ふ頭Ｂ，Ｃ上屋止水板他改修工事工 事 名

神戸市灘区摩耶埠頭工事場所

令和３年２月２６日完成期限

既設止水板改修工事，脱着式止水板設置工事工事概要

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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の
その他



１３９９

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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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１７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

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２４９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１７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４００

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

入札説明書等によります。

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

東部市場仲卸売場棟排風機更新工事工 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

東部市場仲卸売場棟排風機更新工事に伴う，機械設備・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



１４０１

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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４０２

令和２年６月１７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



１４０３

神戸市公告第２５０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１７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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

東灘区・灘区内　地下道等照明設備更新工事工 事 名

阪急神岡地下道：神戸市東灘区森北町２丁目　他工事場所

令和２年１０月３０日完成期限

本工事は地下道の盤類，照明器具及び配管配線の更新の材工試験調整の一切と

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

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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４０４

※　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，⑶⑷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１７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



１４０５

　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２５１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１７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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４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

滝山町災害復旧工事工 事 名

神戸市兵庫区滝山町工事場所

令和２年９月３０日完成期限

土工１式，　法面工１式，　擁壁工１式，　排水構造物工１式，　舗装工５８㎡工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

土木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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

その他



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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４０６

　　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，⑶⑷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１７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



１４０７

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２５２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１７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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

　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

大原中学校他５校体育館空調設備工事工 事 名

神戸市北区大原１－１９他工事場所

令和２年１１月３０日完成期限

大原中学校他５校の体育館に空調設備を設置する機械設備工事・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

単独企業形態



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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４０８

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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１７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



１４０９

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２５３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１７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４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



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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４１０

旧須磨消防署解体工事工 事 名

神戸市須磨区中島１丁目１－１工事場所

令和３年３月１０日完成期限

１　旧須磨消防署（鉄筋コンクリート造４階建（ＰＨ３階建）６１１．５５㎡）解体

　撤去工事一式　

２　付属建築物９棟解体撤去工事一式　

３　撤去後敷地整備工事一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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



１４１１

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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

　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１７日（水）～６月２６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）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年６月２９日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月３０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７月１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



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２５４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１７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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４１２

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

上池田２丁目地区汚水管改築更新工事工 事 名

神戸市長田区上池田２丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

管きょ更生工　φ２００　Ｌ＝１８８．３５ｍ，φ２５０　Ｌ＝３０２．５８ｍ，

管きょ工（開削）Ｋ１φ２００　Ｌ＝８．６７ｍ，Ｋ１φ２５０　Ｌ＝２７．１２ｍ，

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　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

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　公益財団法人「日本下水道新技術機構」の建設技術審査証明を有す

　る管更生工法で，当該工事の全ての本管径に対応するいずれかの工法

　の使用が可能であること。また，配置予定技術者については，次の①

　及び②に該当する技術者とすること。

その他



１４１３

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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

　　①上記工法に関する施工監理技術の研修又は講習を修了した者。

　　②下水道管路更生管理技士(一般社団法人　日本管路更生工法品質

　　確保協会），下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）（公益社

　　団法人　日本下水道管路管理業協会）又は，下水道管きょ更生施工

　　管理技士（一般社団法人　日本管更生技術協会）の資格を有する者。

⑷　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。

⑸　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，⑷⑸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，⑷⑸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１７日（水）～６月３０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７月１日（水）午前９時～午後８時日 時



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２５５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１７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４１４

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

兵庫勤労市民センター天井耐震化工事工 事 名

神戸市兵庫区羽坂通４－１－１工事場所

令和２年１２月２５日完成期限

第２日目　令和２年７月２日（木）午前９時～午後３時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月３日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



１４１５

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

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

体育館天井耐震化工事及びそれに伴う設備改修工事工事概要

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

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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



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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４１６

令和２年６月１７日（水）～６月３０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７月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月３日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　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



１４１７

―――――――――――――――――

神戸市公告第２５６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１７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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

本山中学校空調設備改修工事工 事 名

神戸市東灘区岡本３－３－１工事場所

令和２年１２月２８日完成期限

空調設備及び屋上防水の改修に伴う機械設備・電気設備及び建築工事一式工事概要

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

　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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

その他



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

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４１８

　　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，⑶⑷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１７日（水）～６月３０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７月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月３日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



１４１９

　　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２５７号

　簡易型（実績確認型）総合評価落札方式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１７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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４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

西部処理場２系導水管他築造工事工 事 名

神戸市長田区南駒栄町１－４４（西部処理場内）工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和４年３月３１日完成期限

導水管布設工　ＤＣＩＰφ１,３５０，φ９００　Ｌ＝１７０ｍ　１式

返流水管布設工　Ｋ２φ６００，Ｋ１φ４５０他　Ｌ＝１７０ｍ　１式

マンホール工　１式，地盤改良工　１式，旧護岸取壊工　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，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

土木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

土木Ａ等級　



３　総合評価に関する事項

４　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）

５　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。

６　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

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４２０

　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。

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評 価 基 準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法



１４２１

７　入札の日時及び方法

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

　　入札価格が予定価格の制限の範囲内かつ，最低制限価格又は失格基準価格以上の価格をも

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

令和２年６月１７日（水）～６月３０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

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「内訳書」を添付して「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。

方 法

第１日目　令和２年７月１日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年７月２日（木）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方　　法

令和２年７月３日（金）午前１０時３０分を予定日 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　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「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

令和２年７月１０日（金）午前１０時３０分を予定日 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



　って入札した者であり，技術評価点が標準点（１００点）以上である入札者のうち，評価値の

　最も高い者を落札候補者とする。

　　評価値の最も高い者が２人以上あるときは，電子入札システムの抽選機能により，落札候

　補者を決定する。

１１　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。

１２　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。

１３　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２５８号

　簡易型（実績確認型）総合評価落札方式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１７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４２２

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

旭が丘住宅１～１０号棟とりこわし及び敷地整備工事工 事 名

神戸市垂水区旭が丘２丁目工事場所

令和３年１０月１５日　完成期限

１　昭和３８～４２年度建設　ＲＣ造階段室型共同住宅　計１０棟

　　（４階建４棟，５階建５棟，５～６階建１棟）

　　及びＳ造集会所平屋建　延べ約１１，８００㎡　２９４戸のとりこわし工事一式

２　付属建築物，屋外付帯施設，樹木撤去工事一式

３　上記に伴う設備撤去工事一式

４ 　敷地整備工事一式

工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。
前 払 金



１４２３

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　総合評価に関する事項

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

この入札は，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評 価 基 準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同
評価の方法



４　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）

５　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。

６　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

７　入札の日時及び方法

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４２４

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

令和２年６月１７日（水）～６月３０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

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「内訳書」を添付して「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。

方 法

第１日目　令和２年７月１日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年７月２日（木）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方　　法

令和２年７月３日（金）午前１０時３０分を予定日 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　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



１４２５

　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

　　入札価格が予定価格の制限の範囲内かつ，最低制限価格又は失格基準価格以上の価格をも

　って入札した者であり，技術評価点が標準点（１００点）以上である入札者のうち，評価値の

　最も高い者を落札候補者とする。

　　評価値の最も高い者が２人以上あるときは，電子入札システムの抽選機能により，落札候

　補者を決定する。

１１　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。

１２　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。

１３　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２５９号

　簡易型（実績確認型）総合評価落札方式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１７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４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

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

令和２年７月１０日（金）午前１０時３０分を予定日 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



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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４２６

神戸空港ブロック製作工事（その３）工 事 名

神戸市中央区神戸空港工事場所

令和３年３月３１日完成期限

消波ブロック製作　１，８２３個工事概要

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，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　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

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木専門・とび・土

木」を登録業種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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



１４２７

３　総合評価に関する事項

４　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）

５　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。

６　入札参加資格の審査の申請方法

７　入札の日時及び方法

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

令和２年６月１７日（水）～７月７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

提出期間

契約監理課提出場所

評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定する。

詳細は入札説明書等による。
評 価 基 準

評価は，標準点（１００点）に入札者の企業の施工能力等に係る加算点を加え

た技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除いた価格。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法

第１日目　令和２年７月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月９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

「内訳書」を添付して「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。

方 法

第１日目　令和２年７月８日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年７月９日（木）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認める。方 法

令和２年７月１０日（金）午前１０時３０分を予定日 時



　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

　　入札価格が予定価格の制限の範囲内かつ，最低制限価格又は失格基準価格以上の価格をも

　って入札した者であり，技術評価点が標準点（１００点）以上である入札者のうち，評価値の

　最も高い者を落札候補者とする。

１１　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。

１２　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。

１３　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２６０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１７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４２８

　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　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「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

令和２年７月１７日（金）午前１０時３０分を予定日 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



１４２９

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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

花山・糀台小学校給食室空調設備工事工 事 名

神戸市北区花山東町３－１，神戸市西区糀台３－３２－１工事場所

令和２年９月１８日完成期限

花山小学校・糀台小学校の給食室に空調設備を設置する機械設備工事・電気設

備工事・ガス設備工事一式。
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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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

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。

１０　その他

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４３０

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年６月１７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



１４３１

　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２６１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１７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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４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

垂水学校給食共同調理場空調設備工事工 事 名

神戸市垂水区狩口台３丁目１－４工事場所

令和２年９月１８日完成期限

垂水学校給食共同調理場に空冷ヒートポンプエアコンを新設する機械設備他工

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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４３２

　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，⑶⑷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１７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。
方　　法



１４３３

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２７４号

　都市公園を設置するので，神戸市都市公園条例（昭和３３年３月条例第５４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３０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　設置する都市公園

　⑴　名称，位置及び区域

　

　　　

　⑵　供用開始の年月日

　　令和２年６月３０日

―――――――――――――――――

 

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

区　　　域位　　　置名　　称

神戸市建設局公園部管理課備付け

の図面のとおり
西区伊川谷町有瀬字皆竹皆竹小公園

　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



神戸市公告第２７５号

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第１

項の規定により兵庫県知事から次の都市計画事業の変更認可に係る事業地を表示する図面及び

設計の概要を表示する図書の写しの送付を受けたので，同条第２項の規定により当該図書の写

しを神戸市都市局都市計画課において公衆の縦覧に供します。

　　令和２年６月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　施行者の名称

　　神戸市

２　都市計画事業の種類及び名称

　　神戸国際港都建設下水道事業

　　神戸市公共下水道

３　事業施行期間

　　変更前　昭和３２年９月５日から平成３３年３月３１日まで

　　変更後　昭和３２年９月５日から令和７年３月３１日まで

４　事業地

　⑴　収用の部分

　　　変更なし

　⑵　使用の部分

　　　変更なし

―――――――――――――――――

神戸市公告第２７６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３０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

　　神戸市須磨区緑が丘２丁目１番３，１番２９

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　明石市大久保町大窪４９７番地１

　　　関西住宅販売株式会社

　　　　代表取締役　横野　修三

３　許可番号

　　令和元年７月１８日　第６９６７号

　（令和２年４月２８日　第１３７５号）

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４３４



１４３５

  水  道  局  

　水道局職員出勤簿等取扱規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和２年６月１６日

　　　神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

神戸市水道管理規程第６号

　　　水道局職員出勤簿等取扱規程の一部を改正する規程

　水道局職員出勤簿等取扱規程（昭和３３年１２月水道管理規程第１３号）の一部を次のように改正

する。

　第１条中「（臨時的に任用され，又は雇用される者を除く。）」を削り，「短時間勤務の職

を占める職員」を「再任用短時間勤務職員」に改め，「第５条の規定により採用された職員」

の次に「及び会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員

をいう。）」を加える。

　第３条中第４項を第５項とし，同条第３項中「第１項」を「第１項及び第２項」に改め，同

項を同条第４項とし，同条第２項の次に次の１項を加える。

３　次項に定める場合を除くほか，前２項の規定による認識ができないと水道事業管理者が認

　めるときは，出勤簿等の認証は水道事業管理者が定める方法によるものとする。

　第１１条中「出勤簿等管理者は」を「業務改革担当課長は，必要があると認めるときは，出勤

簿等管理者に対し」に，「により翌月５日までに業務改革担当課長に報告しなければならな

い」を「による職員の出勤状況の報告を求めることができる」に，「当該報告を行う」を「当

該報告を求める」に改める。

　　　附　則

　この管理規程は，公布の日から施行し，この管理規程による改正後の水道局職員出勤簿等取

扱規程の規定は，令和２年４月１日から適用する。　

―――――――――――――――――

　神戸市水道局会計規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和２年６月１６日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

神戸市水道管理規程第７号

　　　神戸市水道局会計規程の一部を改正する規程

　神戸市水道局会計規程（昭和３９年４月水道管理規程第８号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１０号の次に次の１号を加える。

　⑾　審査出納員

　第４条第９項の次に次の１項を加える。

１０　審査出納員は，主管課長（第１類事業所の副所長，第２類事業所長を含む。以下同じ。），

　担当課長及び第３類事業所長をもってあて,電子情報処理組織を用いて計算のうえ作成され

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号



　た旅費条例第４条第１項に規定する旅行命令等に係る支出負担行為に関する確認に係る事務

　を行う。

　第１５条第１項中「（第１類事業所の副所長，第２類事業所長を含む。以下同じ。）」を削る。

　　　附　則

　この管理規程は，公布の日から施行し，この管理規程による改正後の神戸市水道局会計規程

の規定は，令和２年４月１日から適用する。

―――――――――――――――――

　水道局副局長等専決規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和２年６月１６日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

神戸市水道管理規程第８号

　　　水道局副局長等専決規程の一部を改正する規程

　水道局副局長等専決規程（昭和３５年７月水道管理規程第１０号）の一部を次のように改正する。

　別表第２定例的な負担金・補助金・交付金・奨励金その他これらに類するものの項の次に次

の１項を加える。

　別表第３お客さまサービス課長の項を次のように改める。

　別表第３配水課長の項を次のように改める。

　　　附　則

　この管理規程は，公布の日から施行し，この管理規程による改正後の水道局副局長等専決規

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４３６

業務改革担当課長の決裁

区分は，電子情報処理組

織により作成した旅行命

令書に基づき支給するも

のについて適用する。

全て全て全て全て業務改

革担当

課長

全て

職員の

旅費

１　業務統計に関すること。

２　水道条例等水道事業関係諸条例に係る軽易な事件の調査及び処理

　に関すること。

お客さまサービス

課長

１　導，送水管（管理者の指定するものを除く。）及び配水管の修理

　に関すること。

２　工業用水道の給水施設工事の委託発注に関すること。

３　給水装置用器具・材料（管理者の指定するもの）の使用承認に関

　すること。

４　工業用水道の給水量の認定に関すること。（定標準によるもの。）

５　工業用水道条例等工業用水道事業関係諸条例に係る軽易な事件の

　調査及び処理に関すること。

配水課長



１４３７

程の規定は，令和２年４月１日から適用する。

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第３８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１２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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

烏原ポンプ場坑外電気設備更新工事工 事 名

神戸市兵庫区烏原町字古畑２１２　烏原ポンプ場工事場所

令和３年１２月２４日完成期限

本工事は，老朽化に伴う高圧受変電盤等の更新を行うもので，更新に伴う機器

製作・納入・据付・配線配管及び試験調整を含むものとする。なお，本工事で

製作する受変電盤及びポンプ制御関係盤は自社製作品とする。

工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気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

経営事項審査の結果において，電気工事の総合評定値が１，０００点以上　

ただし，平成３０年１０月２９日以降の審査基準日のものに限る。

経営事項審査の

結果の点数

　上水道施設において，受変電盤及びポンプ制御盤（自社で製作した盤

を用いたものに限る）の新設または更新において，平成１７年度以降に元

請として完成させた施工実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　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。

施工実績

⑴　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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

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　

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４３８

　　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，⑵⑶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１２日（金）～６月２６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）

　紙書類の提出は，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～正午，午後１時～午後５時

　（郵送の場合は書留郵便のみ受付可。受付最終日の午後５時までに契約監理

課必着。）

受付期間

契約監理課提出場所

　第１日目　令和２年６月２９日（月）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年６月３０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



１４３９

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第４２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１７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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

令和２年７月１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

垂水（南多聞台８丁目）配水管取替工事工 事 名

神戸市垂水区南多聞台８丁目工事場所

令和３年３月３１日　まで完成期限

布設：ＰＥφ５０－１３５．７ｍ，ＰＥφ７５－２．４ｍ，φ７５－１４．７ｍ，φ１００－４９７．０ｍ，

　　　φ１５０－２７２．９ｍ，給水φ７５－５．１ｍ

撤去：φ１００－１７５．１ｍ，φ１５０－７４８．０ｍ，給水φ７５－５．１ｍ

工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



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

　　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

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４４０

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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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



１４４１

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

令和２年６月１７日（水）～６月３０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７月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

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７月３日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



―――――――――――――――――

神戸市水道公告第４３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１７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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４４２

兵庫（浜中町他）配水管新設工事工 事 名

神戸市兵庫区浜中町２丁目，高松町工事場所

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１月２９日まで

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限

管布設延長：φ１５０－４．９ｍ，φ３００－０．７ｍ，φ５００－２．４ｍ，

　　　　　　φ７００－１７３．７ｍ，φ７００ＳＰ－１．０ｍ

管撤去延長：φ３００－２．２ｍ，φ７００－０．７ｍ，φ７００ＳＰ－１．０ｍ，

　　　　　　φ７００－１７０．０ｍ（残置）

工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

　水道管開削工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成２１

年度以降に完成させた施工実績があること。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施行実績



１４４３

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

　ただし，等級が土木Ａ，Ｂ又はＣ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９２０点以上のものは施工実績の提

出は不要とする。

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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１７日（水）～６月２６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



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。

  交  通  局  

神戸市交通公告第１６号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第４条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１１条及び

神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号）第２７条の１２の規定により，次のとおり公

告します。

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４４４

　第１日目　令和２年６月２９日（月）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年６月３０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７月１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



１４４５

　　令和２年６月１２日

神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　共用社局サーバシステム運用保守業務　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市交通局営業推進課

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月１日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　アイテック阪急阪神株式会社

　　　　代表取締役社長　清水　正明

　　大阪市福島区海老江１丁目１番３１号

５　随意契約に係る契約金額

　　４７，５６６，２００円

６　契約の相手方を決定した手続

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

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由

　　本共用社局サーバシステムは，アイテック阪急阪神株式会社のホスティングサービスによ

　るシステムであり，このシステムの運用保守業務は，アイテック阪急阪神株式会社以外にで

　きない。そのため，委託先として同社を選定する。

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第１７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１２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸

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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

長田駅エレベータ更新工事工 事 名

神戸市長田区四番町７丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

神戸市営地下鉄西神山手線長田駅のエレベータ３台更新工事概要

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



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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４４６

単独企業形態

機械器具設置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，特定建築業許可を要します。

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

　ただし，平成３０年１０月２９日以降の審査基準日のものに限る。

経営事項審査の

結果の点数

⑴　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑵⑶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１２日（金）～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



１４４７

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

　　神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５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。

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第２０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１７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

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



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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４４８

伊川谷駅エレベータ更新工事工 事 名

神戸市西区前開南町１丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

神戸市営地下鉄西神山手線伊川谷駅のエレベータ３台更新工事概要

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

機械器具設置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，特定建築業許可を要します。

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

　ただし，平成３０年１０月２９日以降の審査基準日のものに限る。

経営事項審査

の結果の点数

⑴　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑵⑶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



１４４９

　　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

　　神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５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３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号

令和２年６月１７日（水）～６月２６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（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）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年６月２９日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月３０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７月１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



　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。

  訂     正  

　令和２年４月１４日付け神戸市公報第３６５４号に掲載の神戸市人事委員会規則第２２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。

　（４５１ページ上から２５行目）

誤　

第２４条第１号中「（様式第３）」を削り，同条第２項中「（様式第４）」を削り，「提出しな

　ければならない」を「提出して行わなければならない」に改める。

正　

第２４条第１項中「（様式第３）」を削り，同条第２項中「（様式第４）」を削り，「提出しな

　ければならない」を「提出して行わなければならない」に改める。

様式第１から様式第４までを削る。

―――――――――――――――――

　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条例第６６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。

（９４頁　上から２行目）

［誤］

　「１件につき３，０００円」に改め，同条第３項中「申込後その取消しをしても，既納」を「既

納」に，「管理者が必要と認めたときは」を「次の各号のいずれかに該当するときは」に改め，

同項に次の各号を加える。

［正］

　「１件につき３，０００円」に改め，同条第４項中「申込後その取消しをしても，既納」を「既

納」に，「管理者が必要と認めたときは」を「次の各号のいずれかに該当するときは」に改め，

同項に次の各号を加える。

令和２年６月３０日   神  戸  市  公  報   第３６６４号１４５０

との随意契約により締結する予定の有無


