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▽岩手県等の一部の地域における市税に関す

　る申告期限等の指定

 　　［行財政局税務部税制企画課］

▽地縁による団体の認可についての告示事項

　の変更（緑が丘自治会）

 　　　　［企画調整局つなぐラボ］

▽神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地

　区保存計画の一部変更

 　　　［文化スポーツ局文化財課］

▽神戸市立博物館の臨時休館日・臨時開館日

　の変更　　［文化スポーツ局博物館管理課］

▽地縁による団体の認可についての告示事項

　の変更（グリーン・ハイツ自治会）

 　　　　［企画調整局つなぐラボ］

▽個人の市民税の控除の対象となる寄附金に

　係る団体の指定

 　　　［行財政局税務部市民税課］

▽個人の市民税の控除の対象となる寄附金に

　係る団体の指定

 　　　［行財政局税務部市民税課］

▽放置自転車等の撤去及び保管

 　　　　［建設局中部建設事務所］

▽生活保護法等による医療機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の名称の

　変更   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による施術者の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定施術者の事業の廃

　止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による介護機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の名称の

　変更   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　休止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による医療機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の名称の

　変更   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　再開   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の指定の

　辞退   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による施術者の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定施術者の事業の廃

　止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による介護機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の名称の

　変更  　　　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　再開   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の指定の

　辞退   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による医療機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の名称の

　変更  　　　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による施術者の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定施術者の事業の廃

　止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による介護機関の指定

  　　　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の名称の

　変更   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　休止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による医療機関の指定

   　［福祉局保護課］
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▽生活保護法等による指定医療機関の名称の

　変更   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　休止  　　　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　廃止  　　　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による施術者の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定施術者の事業の廃

　止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による介護機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の名称の

　変更   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　休止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による医療機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　再開   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による施術者の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定施術者の事業の廃

　止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による介護機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の名称の

　変更   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　再開   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による医療機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による施術者の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定施術者の事業の廃

　止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による介護機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の名称の

　変更   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽放置自転車等の撤去・保管

 　　　　［建設局東部建設事務所］

▽放置自転車等の撤去・保管

 　　　　［建設局西部建設事務所］

▽道路法による道路の区域決定及び供用開始

　（市道　二郎１号線他）

  　［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域変更及び供用開始

　（市道　有野町合併第９号線他）

  　［建設局道路管理課］

公      告

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（しあわせの村温泉健康センター体

　育館空調設備工事）［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（総合療育センター空調設備更新工

　事）  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（東部建設事務所外壁改修他工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（複合産業団地見津が丘環状線道路

　照明改修工事）　　［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（旧アメリカ領事館官舎耐震補強他

　電気設備工事）　　［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（ポートアイランド大倉庫とりこわ

　し工事） ［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（須磨体育館競技場床改修他工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（ポートアイランドスポーツセンタ

　ーエレベ－ター更新工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（生田南４６号線他浸水対策側溝整備

　工事（その３））　［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（令和２年度西管内舗装補修工事

　（その１））　　　［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（鵯越墓園低圧配電線更新工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（ポートターミナルボーディングブ

　リッジ電源設備工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（鵯越墓園まさき地区便所新築等設

　備工事） ［行財政局契約監理課］
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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（横尾周辺緑地防災対策工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（垂水処理場　東４号低段汚水ポン

　プ他機械設備工事）［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（三宮駐車場照明機器改修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（（仮称）新中央区総合庁舎他昇降

　機設備工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（旧神戸高齢者総合ケアセンター空

　調設備他改修工事）［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（長田楠日尾線（六甲）電線共同溝

　整備工事（南工区））

  ［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（葺合南５４号線道路改良工事（その

　５））  ［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（唐櫃

　台４丁目地区他汚水管改良工事（その２））

  ［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（王塚

　台１丁目地区他汚水管改築更新工事（その

　３））  ［行財政局契約監理課］

▽制限付一般競争入札による契約の締結（ソ

　ーラス設備更新工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（令和２年度　一般街路灯（防

　犯灯）支柱購入）　［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（本庁舎清掃業務）

  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市立学校園電気調達

　（９月開始分））　［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（普通四輪貨物車キャブ付きシ

　ャーシ　Ａ）　　　［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（普通四輪貨物車キャブ付きシ

　ャーシ　Ｂ） ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（高規格救急車の購入）

  ［行財政局契約監理課］

▽都市公園の位置の変更（六甲アイランド公

　園）  ［建設局公園部管理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（玉津処理場他維持管理業務）

 　　［建設局下水道部経営管理課］

水   道   局

▽神戸市指定給水装置工事事業者の廃止

  　　　［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（東灘（渦森台４丁目）配水管取替

　工事その３）  　［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（上沢通他）配水管取替工事）

  　　　［水道局配水課］

交   通   局

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（軽油の購入）

  　　　［交通局総務課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（小型ノンステップバス）

   　［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（西神南駅電気室他１か所直流電源

　設備更新工事）  　［交通局総務課］

監 査 委 員 

  　　　

▽包括外部監査人森山恭太の補助者

  　［監査事務局第１課］

訂      正

▽令和元年１２月３日付神戸市公報第３６３６号中

  　　　［都市局指導課］
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  告     示  

神戸市告示第２３５号

　神戸市市税条例（昭和２５年８月条例第１９９号。以下「条例」という。）第８条の２第１項の

規定に基づき，令和元年１１月１５日神戸市告示第６３８号において別途告示で定めることとされて

いる期日は，その期限が令和元年１０月１２日から令和２年８月３０日までの間に到来するものにつ

いて，令和２年８月３１日とする。

　　令和２年７月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第２３６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７月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体

　⑴　名称

　　　緑が丘自治会

　⑵　主たる事務所

　　　神戸市須磨区緑が丘２丁目４番３４号　

　⑶　代表者の氏名

　　　中川　年卓

　⑷　代表者の住所

　　　神戸市須磨区緑が丘２丁目３０番４号　

２　変更があった事項及びその内容

　⑴　平成３１年４月１日に変更があった事項及びその内容

　　ア　代表者の氏名

 「井上　ひとみ」を「中澤　早織」に改める。

　　イ　代表者の住所

 「神戸市須磨区緑が丘２丁目１１番１３号」を「神戸市須磨区緑が丘２丁目３番１３号」に

　　　改める。

　⑵　令和２年４月１日に変更があった事項及びその内容

　　ア　代表者の氏名

 「中澤　早織」を「中川　年卓」に改める。

　　イ　代表者の住所

 「神戸市須磨区緑が丘２丁目３番１３号」を「神戸市須磨区緑が丘２丁目３０番４号」に

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０３６



２０３７

　　　改める。

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２３７号

　神戸市都市景観条例第２０条第４項の規定に基づき，神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存

地区保存計画の一部を変更したので，同条第４項の規定により，次のとおり告示する。

　　令和２年７月１３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　変更内容

　　別表２，欄外記載事項２の「教育委員会は，」を「市長は，」に変更する。

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第２３８号

　神戸市立博物館条例施行規則（昭和５７年７月教育委員会規則第８号）第２条第２項の規定に

基づき，令和２年３月２７日付，神戸市教育委員会教育長告示第８号における神戸市立博物館の

休館日を，次のとおり変更する。

　　令和２年７月１３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（特定行政庁）神戸市長　久　元　喜　造

１．臨時休館日の取消 　

　　令和２年７月２１日（火）及び２２日（水），１０月２０日（火）から２３日（金）まで，令和３年

　１月１９日（火）から２４日（日）まで。

２．追加する臨時休館日

　　令和２年８月１２日（水），９月２９日（火）から１０月２日（金）まで，１１月２５日（水）から

　２９日（日）まで，１２月１日（火）から４日（金）まで，令和３年１月２６日（火）から３１日 

　（日）まで。

３．臨時開館日の取消

　　令和２年１１月２４日（火），令和３年１月２日（土）から４日（月）及び１２日（火）。

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３２２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７月１６日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号



　　　グリーン・ハイツ自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市東灘区本山北町５丁目１６番５６号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　中藤　滋幹  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市東灘区本山北町５丁目１６番５６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

　　　「神戸市東灘区本山北町５丁目１９番１４号」を「神戸市東灘区本山北町５丁目１６番５６号」

　　に改める。

　⑵　代表者の氏名

　　　「猪飼　靖」を「中藤　滋幹」に改める。

　⑶　代表者の住所

　　　「神戸市東灘区本山北町５丁目１９番１４号」を「神戸市東灘区本山北町５丁目１６番５６号」

　　に改める。   

３　変更の年月日   

　　令和２年５月３１日   

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３２３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７月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３２４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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０３８

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

公益財団法人　こうべ市民福祉振興協会

会長　三木　孝

神戸市北区しあわせの村１番１号

令和２年７月３日

（令和２年１月１日以後

に支出された寄附金）

２０２００００５



２０３９

　　令和２年７月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造

　  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３２６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７月２８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　三宮保管所及び湊町保管所

　　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

 　（日曜日，祝日及び１２月２８日から１月４日を除く）

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
指定年月日

（対象となる寄附金）
指定番号

特定非営利活動法人　まち・コミュニケーション

代表理事　宮定　章

神戸市長田区御蔵通五丁目２１１番４号－１０１

令和２年７月１３日

（令和２年２月３日から

令和７年２月２日までに

支出された寄附金）

２０２００００６



別表

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０４０

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

兵庫区湊川町２丁目１番１２号

建設局中部建設事務所

電話　５１１－０５１５

令和２年６月１日

台

台

６４

０

自転車

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

中央区小野浜町３番地先

三宮保管所

台

台

１６

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年６月４日

台

台

２３

０

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１８

１

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１７

０

自転車 

原動機付自転車

春日野道駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月８日

台

台

５５

０

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月１２日

台

台

３３

２

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

７

０

自転車 

原動機付自転車

春日野道駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月１６日
台

台

５４

０

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月２４日

台

台

５１

１

自転車

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１１

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年６月２９日

台

台

５０

１

自転車

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年６月３０日
台

台

１４５

１

自転車 

原動機付自転車
中央区・兵庫区長期放置

令和２年６月２日

台

台

２５

１

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

兵庫区湊町１丁目３５

湊町保管所

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１８

０

自転車 

原動機付自転車

新開地駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２７

２

自転車 

原動機付自転車

湊川駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

９

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内



２０４１

―――――――――――――――――

神戸市告示第３２７号  

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

令和２年６月１０日

台

台

６０

０

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

９

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年６月１８日
台

台

１９

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年６月２２日

台

台

２８

０

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１６

１

自転車 

原動機付自転車

新開地駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１７

３

自転車 

原動機付自転車

湊川駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１３

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年６月２６日

台

台

３３

０

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

新開地駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１６

０

自転車 

原動機付自転車

湊川駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１８

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

指定年月日所在地名称

令和２年４月１日神戸市中央区東町１１６番地の１磯島歯科

令和２年３月１日神戸市灘区備後町５丁目３番１号訪問看護ステーションほほえみ

令和２年４月１日神戸市北区鈴蘭台南町３丁目９番３号
訪問看護ステーション　

カモミール



神戸市告示第３２８号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の名称等

に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３２９号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３３０号

　次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０４２

変更年月日所在地名称

令和２年４月２日神戸市垂水区旭が丘１丁目９番６０号

（新）おひさまクリニック

（旧）やまぐちクリニック

令和２年４月１日神戸市中央区京町７０番地

（新）エムハート薬局　京町店

（旧）アイ薬局三宮南店

廃止年月日所在地名称

令和２年４月１日神戸市兵庫区塚本通６丁目１番３号早稲田内科

令和２年３月３１日神戸市長田区五番町３丁目１０番３２号東神経内科

令和２年３月３１日神戸市長田区菅原通４丁目２０５番１６号丹家外科・整形外科

令和２年３月３１日神戸市須磨区菅の台３丁目１３番６号医療法人社団杏林会古閑耳鼻咽喉科

令和２年３月３１日神戸市灘区徳井町５丁目１番１号たかがき歯科

令和２年３月３１日神戸市垂水区多聞台２丁目１０番２号スミレ薬局

令和２年２月２９日神戸市兵庫区新開地４丁目３番１８号訪問看護ステーションほほえみ



２０４３

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活

保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　あん摩マッサージ師

２　はりきゅう師

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３３１号

　次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定を受けた施術者の

事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　あん摩マッサージ師

２　はりきゅう師

   

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第３３２号

　次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年４月１日神戸市西区伊川谷町有瀬８４６番１０号柏原　大輝伊川谷訪問鍼灸治療院

令和２年４月１日神戸市西区伊川谷町有瀬８４６番１０号中村　恵実伊川谷訪問鍼灸治療院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年４月１日神戸市西区伊川谷町有瀬８４６番１０号中村　恵実伊川谷訪問鍼灸治療院

令和２年４月１日神戸市兵庫区西出町１丁目１９番１号山本　裕貴あいある治療院

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年３月３１日神戸市西区池上４丁目１９番５号中村　恵実伊川谷訪問鍼灸治療院

令和２年３月３１日神戸市西区池上４丁目１９番５号松崎　功伊川谷訪問鍼灸治療院

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年３月３１日神戸市西区池上４丁目１９番５号柏原　大輝伊川谷訪問鍼灸治療院

令和２年３月３１日神戸市西区池上４丁目１９番５号中村　恵実伊川谷訪問鍼灸治療院



する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規

定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３３３号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定介護機関の名

称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０４４

サービス種類指定年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該指定にかか

る介護事業所の

所在地

当該指定にか

かる介護事業

所の名称

居宅介護支援令和２年

４月１日

神戸市西区神出

町東字丸ヶ岡

１１８８番地の３４５

社会福祉法人

神港園

神戸市須磨区白

川台１丁目３４番

３号

神港園白川ケ

アプランセン

ター

福祉用具貸与　介護

予防福祉用具貸与　

特定福祉用具販売　

特定介護予防福祉用

具販売

令和２年

４月１日

神戸市北区鈴蘭

台南町２丁目１

番５号

株式会社Ｌｉ

ｆｅ　Ｓｔｅ

ｐ

神戸市北区鈴蘭

台南町５丁目７

番１８号

株式会社Ｌｉ

ｆｅ　Ｓｔｅ

ｐ

訪問介護平成３１年

１月１日

神戸市中央区熊

内町１丁目８番

１２号

株式会社ＦＩ

ＲＳＴ　ＳＡ

Ｙ

神戸市中央区熊

内町１丁目８番

１２号

アン介護セン

ター

サービス種類変更年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地

当該変更にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和２年

４月２日

神戸市垂水区旭

が丘１丁目９番

６０号

医療法人社団

おひさま会

神戸市垂水区旭

が丘１丁目９番

６０号

（新）おひさ

まクリニック

（旧）やまぐ

ちクリニック

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和２年

４月１日

愛知県名古屋市

　中村区名駅３

丁目２８番１２号

株式会社ミッ

ク

神戸市中央区京

町７０番地

（新）エムハ

ート薬局　

京町店

（旧）アイ薬



２０４５

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３３４号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条４項の規

定より，当該指定介護機関の事業を休止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の２

の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３３５号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

サービス種類休止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該休止にかか

る介護事業所の

所在地

当該休止にか

かる介護事業

所の名称

通所介護　介護予防

通所介護　地域密着

型通所介護　介護予

防通所サービス

令和２年

３月３１日

横浜市旭区上川

井町８４６番地

セブンスデー

アドベンチス

ト教団

神戸市北区有野

台８丁目４番１

号

デイサービス

シャローム神

戸

福祉用具貸与　介護

予防福祉用具貸与　

特定福祉用具販売　

特定介護予防福祉用

具販売

令和元年

１１月３０日

京都府京都市　

南区上鳥羽大物

町６８番地

株式会社　三

笑堂

神戸市中央区港

島南町５丁目２

番９

株式会社三笑

堂新神戸支店

局三宮南店

居宅介護支援令和２年

４月１日

神戸市北区鈴蘭

台南町２丁目１

番５号

株式会社Ｌｉ

ｆｅＳｔｅｐ

（新）神戸市北

区鈴蘭台南町５

丁目７番１８号

（旧）神戸市北

区山田町下谷上

字門口４番１号

フォーライフ

神戸ケアプラ

ンセンター



　  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３３６号

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０４６

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

居宅介護支援令和２年

３月３１日

神戸市西区神出

町東１１８８番地の

３４５

社会福祉法人

神港園

神戸市須磨区白

川台１丁目３５番

３号

神港園白川ケ

アプランセン

ター

福祉用具貸与　介護

予防福祉用具貸与　

特定福祉用具販売　

特定介護予防福祉用

具販売

令和２年

３月３１日

神戸市北区鈴蘭

台南町２丁目１

番５号

株式会社Ｌｉ

ｆｅ　Ｓｔｅ

ｐ

神戸市北区鈴蘭

台南町２丁目１

番５号

株式会社Ｌｉ

ｆｅ　Ｓｔｅ

ｐ

訪問介護　介護予防

訪問介護

平成３０年

１２月３１日

神戸市中央区中

山手通１丁目１５

番７号

株式会社ＦＩ

ＲＳＴＳＡＹ

神戸市中央区中

山手通１丁目１５

番７号

アン介護セン

ター

指定年月日所在地名称

令和２年４月１日神戸市須磨区白川台３丁目６１番２号おかだクリニック

令和２年５月１日神戸市中央区北長狭通３丁目３番６号元町こころのクリニック

令和２年３月１６日神戸市西区糀台５丁目５番２号いしだクリニック

令和元年１０月１日神戸市垂水区高丸６丁目７番２号晋栄福祉会診療所

令和２年５月１日神戸市中央区下山手通３丁目１０番１号くどう歯科医院

令和２年３月１日神戸市西区伊川谷町有瀬１０５１番地の１やましたデンタルクリニック

令和２年３月３０日神戸市灘区水道筋４丁目１番１６号キリン堂薬局　水道筋店

令和２年４月１日神戸市灘区城内通２丁目４番１５号アイビー薬局

令和２年４月１日神戸市中央区元町通３丁目１番２０号神戸元町調剤薬局



２０４７

神戸市告示第３３７号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の名称等

に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３３８号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第

１４条４項の規定により，当該指定医療機関の事業を再開したとして届出があったので，生活保

護法第５５条の３の規定により告示する｡

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３３９号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定の辞退があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

変更年月日所在地名称

令和２年４月１日神戸市東灘区鴨子ケ原１丁目５番１６号

（新）公益財団法人甲南会　甲南

医療センター

（旧）一般財団法人甲南会甲南医

療センター

令和２年４月１日神戸市東灘区鴨子ケ原１丁目５番１６号

（新）公益財団法人甲南会　甲南

医療センター

（旧）一般財団法人甲南会　甲南

医療センター

再開年月日所在地名称

令和２年４月１日神戸市北区ひよどり台南町１丁目１５番１４７号ひよどり台歯科クリニック



―――――――――――――――――

神戸市告示第３４０号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３４１号

　次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活

保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　あん摩マッサージ師

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０４８

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年５月１日神戸市東灘区北青木２丁目６番１２号灘本　晃一
訪問マッサージＫＥｉ

ＲＯＷ東灘区中央ステ

廃止年月日所在地名称

令和２年３月３１日神戸市須磨区白川台３丁目６１番２号おかだクリニック

令和２年３月３１日神戸市西区曙町１０７０番地

社会福祉法人兵庫県社会福祉事業

団総合リハビリテーションセンタ

ー内診療所

令和２年３月１５日神戸市西区糀台５丁目５番地の２いしだクリニック

令和２年４月３０日神戸市兵庫区浜中町１丁目１番１号医療法人社団松田歯科医院

令和２年３月３１日神戸市灘区城内通２丁目４番１５号アイビー薬局

令和２年３月２９日神戸市灘区水道筋４丁目１番１６号キリン堂薬局水道筋店

令和２年３月３１日神戸市中央区元町通３丁目１番２０号神戸元町調剤薬局

辞退年月日所在地名称

令和２年４月３０日神戸市北区有野中町２丁目１６番２５号ナチュラルデンタルクリニック

令和２年４月２８日神戸市西区秋葉台３丁目１０番９号堀田歯科医院



２０４９

２　はりきゅう師

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第３４２号

　次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定を受けた施術者の

事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　はりきゅう師

 　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３４３号

　次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規

定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

ーション

サービス種類指定年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該指定にかか

る介護事業所の

所在地

当該指定にか

かる介護事業

所の名称

訪問介護平成３１年神戸市須磨区妙有限会社花鳳神戸市須磨区妙有限会社花鳳

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年３月１日神戸市西区学園西町１丁目１番２号阿部　敏幸学園都市鍼灸整骨院

令和２年５月１日神戸市東灘区北青木２丁目６番１２号灘本　晃一

訪問マッサージＫＥｉ

ＲＯＷ東灘区中央ステ

ーション

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年４月２２日神戸市灘区森後町３丁目２番３号北山　大樹山手接骨院

令和２年３月３１日神戸市灘区深田町４丁目１番３９号仁宇　将太
すまいる針灸接骨院メ

イン六甲院

令和２年３月３１日神戸市東灘区森南町１丁目５番１号仁宇　将太
すまいる針灸接骨院甲

南みなみ院



　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３４４号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定介護機関の名

称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０５０

サービス種類変更年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地

当該変更にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和２年

４月１日

神戸市東灘区鴨

子ケ原１丁目５

番１６号

公益財団法人

甲南会

神戸市東灘区鴨

子ケ原１丁目５

番１６号

（新）公益財

団法人甲南会

　甲南医療セ

ンター

（旧）一般財

団法人甲南会

甲南医療セン

ター

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　通

所リハビリテーショ

ン　居宅療養管理指

導　介護予防訪問看

護　介護予防訪問リ

ハビリテーション　

介護予防通所リハビ

リテーション　介護

予防居宅療養管理指

導

令和２年

４月１日

神戸市東灘区鴨

子ケ原１丁目５

番１６号

公益財団法人

甲南会

神戸市東灘区鴨

子ケ原１丁目５

番１６号

（新）公益財

団法人甲南会

　甲南医療セ

ンター

（旧）一般財

団法人甲南会

　甲南医療セ

ンター

訪問介護　介護予防

訪問サービス　生活

支援訪問サービス

令和２年

５月１日

神戸市東灘区向

洋町中６丁目９

番

コンフィット

株式会社

（新）神戸市北

区東大池２丁目

７番１６－２０５号

（旧）神戸市北

区東大池２丁目

１８番６号

ヘルパース

テーション十

人十色神戸北

４月１日法寺字谷野１４４

番地の１

法寺字谷野１４４

番地の１

ヘルパーステ

ーションウイ

ング



２０５１

神戸市告示第３４５号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定介護機関の事

業を再開したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

　  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３４６号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条４項の指定の辞退があったので，生活保護法

第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

サービス種類再開年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該再開にかか

る介護事業所の

所在地

当該再開にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和２年

４月１日

神戸市西区学園

東町１丁目６番

４１号

東田　淳一郎神戸市北区ひよ

どり台南町１丁

目１５番１４７号

ひよどり台歯

科クリニック

サービス種類辞退年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該辞退にかか

る介護事業所の

所在地

当該辞退にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和２年

４月３０日

神戸市北区有野

中町２丁目１６番

２５号

医療法人社団

皓歯会

神戸市北区有野

中町２丁目１６番

２５号

ナチュラルデ

ンタルクリニ

ック

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和２年

４月２８日

神戸市西区美賀

多台５丁目１０番

７号

堀田　毅神戸市西区秋葉

台３丁目１０番９

号

堀田歯科医院



―――――――――――――――――

神戸市告示第３４７号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３４８号

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０５２

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

認知症対応型通所介

護　介護予防認知症

対応型通所介護

令和２年

３月３１日

神戸市須磨区妙

法寺　字野路山

社会福祉法人

ぶどうの枝福

祉会

神戸市須磨区妙

法寺　字野路山

１０５３

愛の園デイサ

ービスセンタ

ー

通所介護　介護予防

通所介護

令和２年

３月３１日

大阪市福島区福

島３丁目１番７３

号

社会 福祉法

人・全電通近

畿社会福祉事

業団

神戸市須磨区南

町１丁目３番１５

号

あいハート南

町

訪問介護　介護予防

訪問介護

平成３１年

３月３１日

神戸市須磨区妙

法寺字池町９４７

－１

有限会社花鳳神戸市須磨区妙

法寺字池町９４７

番地の１

有限会社花鳳

ヘルパーステ

ーションウイ

ング

居宅介護支援令和２年

３月３１日

神戸市西区神出

町　東

社会福祉法人

神港園

神戸市北区山田

町　下谷上　字

中一里山１４番地

の１

神港園しあわ

せの家ケアプ

ランセンター

居宅介護支援令和２年

３月３１日

東京都中央区日

本橋堀留町１丁

目７番地の７

財団法人日本

老人福祉財団

神戸市北区鳴子

３丁目２

神戸ゆうゆう

の里居宅介護

支援事業所

通所介護　介護予防

通所介護

令和２年

３月３１日

神戸市西区神出

町　宝勢

社会福祉法人

恩徳福祉会

神戸市西区神出

町　宝勢字大蔵

谷７７４番地の３９

通所介護事業

サンビラこう

べ



２０５３

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３４９号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の名称等

に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３５０号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

指定年月日所在地名称

令和２年４月１日神戸市垂水区東舞子町１０番１号医療法人社団いけだ皮フ科クリニック

令和２年４月１日神戸市灘区徳井町５丁目１番１号あべ歯科

令和２年４月１日神戸市灘区王子町１丁目１番１９号コーヨー調剤薬局

変更年月日所在地名称

令和２年４月１日神戸市垂水区美山台３丁目１８番１２号

（新）社会医療法人社団順心会　

大澤病院

（旧）医療法人社団順心会大澤病

院

廃止年月日所在地名称

令和２年３月３１日神戸市垂水区東舞子町１０番１号いけだ皮フ科クリニック

令和２年３月３１日神戸市北区鹿の子台南町３丁目９番２２号森鼻小児科医院

令和２年３月３１日神戸市灘区王子町１丁目１番１９号コーヨー調剤薬局

平成３０年３月３１日神戸市中央区元町通４丁目６番１７号コスモケア訪問看護ステーション



―――――――――――――――――

神戸市告示第３５１号

　次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活

保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　あん摩マッサージ師

２　はりきゅう師

　   

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第３５２号

　次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定を受けた施術者の

事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

はりきゅう師

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３５３号

　次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０５４

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年３月３１日神戸市北区鈴蘭台西町５丁目１６番１号藤田　さゆり訪問鍼灸たか

令和２年３月３１日神戸市兵庫区上沢通７丁目１番９号藤田　さゆり
訪問鍼灸たか兵庫治療

院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年５月１１日神戸市灘区楠丘町３丁目１番７２１号徳地　静夫徳地　静夫

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年５月１１日神戸市灘区楠丘町３丁目１番７２１号徳地　静夫徳地　静夫



２０５５

定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３５４号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定介護機関の名

称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

サービス種類指定年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該指定にかか

る介護事業所の

所在地

当該指定にか

かる介護事業

所の名称

訪問介護　居宅介護

支援

令和２年

４月１７日

東京都千代田区

神田駿河台２丁

目９番地

株式会社ニチ

イ学館

神戸市兵庫区水

木通２丁目２番

２５号

ニチイケアセ

ンター湊川

居宅介護支援平成３１年

４月１日

神戸市須磨区妙

法寺字谷野１４４

番地の１

有限会社花鳳神戸市須磨区妙

法寺字谷野１４４

番地の１

花鳳居宅介護

支援事業所

サービス種類変更年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地

当該変更にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　通

所リハビリテーショ

ン　居宅療養管理指

導　介護予防訪問看

護　介護予防訪問リ

ハビリテーション　

介護予防通所リハビ

リテーション　介護

予防居宅療養管理指

導

令和２年

４月１日

兵庫県加古川市

別 府 町　別 府

８６５番地の１

社会医療法人

社団順心会

神戸市垂水区美

山台３丁目１８番

１２号

（新）社会医

療法人社団順

心会　大澤病

院

（旧）医療法

人社団順心会

大澤病院

居宅介護支援令和２年

５月１日

神奈川県横浜市

　港南区上大岡

西１丁目６番１

号

株式会社ツク

イ

神戸市垂水区多

聞台２丁目２番

７号

（新）ツクイ

神戸神陵台

（旧）ツクイ

神戸多聞台



神戸市告示第３５５号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条４項の規

定より，当該指定介護機関の事業を休止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の２

の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

 　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３５６号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０５６

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　介護予防

訪問看護

平成３０年

３月３１日

神戸市中央区元

町通４丁目６番

１７号

株式会社コス

モケア

神戸市中央区元

町通４丁目６番

１７号

コスモケア訪

問看護ステー

ション

訪問介護　介護予防

訪問介護　居宅介護

支援

令和２年

４月１６日

東京都千代田区

神田駿河台２丁

目９番地

株式会社ニチ

イ学館

神戸市兵庫区上

沢通１丁目１番

９号

ニチイケアセ

ンター湊川

居宅介護支援平成３１年

３月３１日

神戸市須磨区妙

法寺字池町９４７

番地の１

有限会社花鳳神戸市須磨区妙

法寺字池町９４７

番地の１

花鳳居宅介護

支援事業所

サービス種類休止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該休止にかか

る介護事業所の

所在地

当該休止にか

かる介護事業

所の名称

訪問介護　介護予防

訪問介護　介護予防

訪問サービス　生活

支援訪問サービス

令和２年

４月３０日

大阪府大阪市　

北区中崎西２丁

目４番１２号

エルケア株式

会社

神戸市北区鈴蘭

台東町１丁目５

番１０号

エルケア株式

会社エルケア

鈴蘭台ケアセ

ンター



２０５７

神戸市告示第３５７号

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３５８号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の名称等

に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

指定年月日所在地名称

令和２年５月１日神戸市東灘区向洋町中２丁目１３番地
つじの・こどもくりにっく神戸ベ

イ

令和２年５月１日神戸市東灘区住吉宮町４丁目４番１号やました皮フ科クリニック

令和２年６月１日神戸市須磨区権現町３丁目６番４号凌駕さくらクリニック

令和２年５月１日神戸市垂水区舞多聞西６丁目１番１号辻医院

令和２年５月１日神戸市北区藤原台中町１丁目２番２号
きしもと整形外科・リハビリテー

ション科クリニック

令和２年６月１日神戸市中央区楠町６丁目１３番２４号神戸きしだクリニック

令和２年５月１日神戸市西区学園西町１丁目１番地２山川整形外科クリニック

令和２年５月１日神戸市西区岩岡町岩岡６３６番地５むらおか歯科医院

令和２年５月１日神戸市東灘区深江北町２丁目７番５号しかのこ薬局

令和２年５月１日神戸市灘区桜口町３丁目１番１号コスモス薬局パニエ六甲店

令和２年５月１日神戸市灘区徳井町５丁目１番１号タツキクローバー薬局

令和２年５月１日神戸市垂水区天ノ下町１番１号アルファ調剤薬局垂水店

令和２年６月１日神戸市西区伊川谷町有瀬７６６番地１かもめ薬局　大蔵谷店

令和２年５月１日神戸市垂水区狩口台７丁目１２番２１号
訪問看護ステーション　ｓｏｒａ

ｔｏ

令和２年５月１日神戸市西区南別府１丁目２１番１号　訪問看護ステーション　カラフル



―――――――――――――――――

神戸市告示第３５９号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

休止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３６０号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０５８

変更年月日所在地名称

令和２年６月１日神戸市中央区日暮通２丁目１番３号

（新）はやし皮ふ科クリニック

（旧）医療法人社団健明会林眼科

医院

休止年月日所在地名称

令和２年４月３０日神戸市垂水区旭が丘２丁目３番２号フォレスト訪問看護ステーション

廃止年月日所在地名称

令和２年４月３０日神戸市東灘区住吉宮町４丁目４番１号やました皮フ科クリニック

令和元年１２月３１日神戸市灘区篠原南町１丁目１番１３号槙村医院

令和２年４月３０日神戸市垂水区舞多聞西６丁目１番１号辻医院

令和２年４月３０日神戸市西区学園西町１丁目１番２号山川整形外科クリニック

令和２年４月３０日神戸市西区岩岡町岩岡６３６番地５むらおか歯科医院

令和２年４月３０日神戸市東灘区深江北町２丁目７番５号きらら調剤薬局

令和２年４月３０日神戸市灘区徳井町５丁目１番１号クローバー薬局

令和２年４月３０日神戸市垂水区天ノ下町１番１号阪神調剤薬局　垂水店



２０５９

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第３６１号

　次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活

保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

２　あん摩マッサージ師

３　はりきゅう師

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３６２号

　次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定を受けた施術者の

事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

あん摩マッサージ師

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年５月２０日神戸市中央区琴ノ緒町５丁目７番１０号初島　慎太郎
レイス治療院　神戸中

央

令和２年４月７日神戸市灘区森後町１丁目２番５号徳永　早代まごころマッサージ院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年５月１日神戸市中央区琴ノ緒町３丁目２番８号藤原　諒星はち整骨院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年４月７日神戸市灘区森後町１丁目２番５号徳永　早代まごころマッサージ院

令和２年５月１日神戸市兵庫区入江通３丁目１番８号内田　盛也
メディカルネットあん

ま治療院　神戸店

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年５月１９日神戸市中央区日暮通５丁目１番３号初島　慎太郎レイス治療院神戸中央



―――――――――――――――――

神戸市告示第３６３号

　次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規

定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３６４号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定介護機関の名

称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０６０

サービス種類指定年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該指定にかか

る介護事業所の

所在地

当該指定にか

かる介護事業

所の名称

訪問介護令和２年

４月１日

神戸市東灘区住

吉本町１丁目１

番３２号

特定非営利活

動法人地域福

祉会あぁす

神戸市東灘区住

吉本町１丁目１

番３２号

ヘルパーステ

ーションあぁ

すこうなん

居宅介護支援令和２年

３月１日

神戸市長田区海

運町３丁目３番

８号

特定非営利活

動法人リーフ

グリーン

神戸市長田区海

運町３丁目３番

８号

特定非営利活

動法人リーフ

グリーン

サービス種類変更年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地

当該変更にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和２年

６月１日

神戸市中央区日

暮通２丁目１番

３号

医療法人社団

健明会

神戸市中央区日

暮通２丁目１番

３号

（新）はやし

皮ふ科クリニ

ック

（旧）医療法

人社団健明会

林眼科医院

居宅介護支援令和２年

４月１日

神戸市東灘区住

吉本町１丁目１

番３２号

特定非営利活

動法人地域福

祉会あぁす本

部

神戸市東灘区本

山中町４丁目３

番５号

（新）居宅介

護支援あぁす

こうなん



２０６１

　  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３６５号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条４項の規

定より，当該指定介護機関の事業を休止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の２

の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３６６号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

（旧）ヘルパ

ーステーショ

ンあぁすこう

なん

居宅介護支援令和２年

５月１日

神奈川県横浜市

　港南区上大岡

西１丁目６番１

号

株式会社ツク

イ

（新）神戸市垂

水区神陵台３丁

目２番１号

（旧）神戸市垂

水区多聞台２丁

目２番７号

ツクイ神戸神

陵台

サービス種類休止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該休止にかか

る介護事業所の

所在地

当該休止にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　介護予防

訪問看護

令和２年

４月３０日

神戸市垂水区旭

が丘２丁目３番

２号

株式会社フォ

レスト訪問看

護ステーショ

ン

神戸市垂水区旭

が丘２丁目３番

２号

フォレスト訪

問看護ステー

ション

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

当該廃止にか

かる介護事業



―――――――――――――――――

神戸市告示第３６７号

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３６８号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第

１４条４項の規定により，当該指定医療機関の事業を再開したとして届出があったので，生活保

護法第５５条の３の規定により告示する｡

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０６２

在地所在地所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和２年

４月３０日

神戸市須磨区潮

見台町２丁目２

番１６号

村岡　重忠神戸市西区岩岡

町岩岡６３６番地

５

むらおか歯科

医院

訪問介護　介護予防

訪問介護

令和２年

３月３１日

神戸市東灘区住

吉本町１丁目２４

番２７号

特定非営利活

動法人地域福

祉会あぁす

神戸市東灘区本

山中町４丁目３

番５号

ヘルパーステ

ーションあぁ

すこうなん

介護予防訪問介護令和２年

２月２９日

神戸市長田区海

運町３丁目３番

８号

特定非営利活

動法人リーフ

グリーン

神戸市長田区海

運町３丁目３番

８号

特定非営利活

動法人リーフ

グリーン

通所介護　介護予防

通所介護

平成２８年

３月３１日

神戸市北区有野

中町３丁目１７番

８号

株式会社Ｐａ

ｃｋ’ｓ

神戸市北区有野

中町３丁目１４番

１０号

サニーリハト

レセンター

指定年月日所在地名称

令和２年５月１日神戸市垂水区日向２丁目２番４号
つかもと形成外科・創傷クリニッ

ク

令和２年６月１日神戸市北区上津台５丁目１５番８号グッドプラン薬局　上津台店



２０６３

―――――――――――――――――

神戸市告示第３６９号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３７０号

　次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活

保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

２　あん摩マッサージ師

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

再開年月日所在地名称

令和２年６月１日神戸市中央区日暮通２丁目１番３号はやし皮ふ科クリニック

廃止年月日所在地名称

令和２年４月３０日神戸市垂水区日向２丁目２番４号
つかもと形成外科・創傷クリニッ

ク

令和２年６月１５日神戸市西区小山１丁目１番５号森本歯科クリニック

令和２年５月３１日神戸市東灘区北青木２丁目１番３２号ほほえみ薬局

令和２年５月３１日神戸市中央区八幡通３丁目２番５号アイ薬局三宮店

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年６月２日神戸市東灘区御影中町３丁目１番１５号真田　庸次ＯＫ御影整骨院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年５月１日神戸市東灘区北青木２丁目６番１２号判田　琢哉

訪問マッサージＫＥｉ

ＲＯＷ東灘区中央ス

テーション



３　はりきゅう師

   

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第３７１号

　次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定を受けた施術者の

事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

柔道整復師

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３７２号

　次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規

定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０６４

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年５月１日神戸市北区鈴蘭台西町５丁目１６番１号東谷　みち訪問鍼灸たか

令和２年５月１日神戸市北区鈴蘭台西町５丁目１６番１号深川　宏子訪問鍼灸たか

令和２年６月１日神戸市中央区雲井通３丁目１番１号三木　啓丞かいてきや鍼灸治療院

令和２年５月１日神戸市中央区多聞通５丁目１番２６号戎　博明訪問鍼灸院　多聞

令和２年４月２７日神戸市兵庫区上沢通７丁目１番９号東谷　みち
訪問鍼灸たか　兵庫治

療院

令和２年４月２７日神戸市兵庫区上沢通７丁目１番９号深川　宏子
訪問鍼灸たか　兵庫治

療院

令和２年５月１日神戸市東灘区北青木２丁目６番１２号号判田　琢哉

訪問マッサージＫＥｉ

ＲＯＷ東灘区中央ス

テーション

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年５月９日神戸市東灘区御影中町３丁目１番１５号萩原　結衣ＯＫ御影整骨院

サービス種類指定年月日介護事業者の主

たる事務所の所

介護事業者の

名称

当該指定にかか

る介護事業所の

当該指定にか

かる介護事業



２０６５

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３７３号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定介護機関の名

称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３７４号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定介護機関の事

業を再開したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

在地所在地所の名称

居宅介護支援令和２年

５月１日

神戸市須磨区東

白川台１丁目１

番地１

医療法人社団

菫会

神戸市西区糀台

５丁目５番２号

医療法人社団

菫会　西神す

みれデイケア

サービス

サービス種類変更年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地

当該変更にか

かる介護事業

所の名称

居宅介護支援令和２年

４月１日

神戸市東灘区住

吉本町１丁目１

番３２号

特定非営利活

動法人地域福

祉会あぁす本

部

（新）神戸市東

灘区住吉本町１

丁目１番３２号

（旧）神戸市東

灘区本山中町４

丁目３番５号

居宅介護支援

あぁすこうな

ん

サービス種類再開年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該再開にかか

る介護事業所の

所在地

当該再開にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

令和２年

６月１日

神戸市中央区日

暮通２丁目１番

３号

医療法人社団

健明会

神戸市中央区日

暮通２丁目１番

３号

はやし皮ふ科

クリニック



 　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３７５号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３７６号

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０６６

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

居宅療養管理指導令和２年

４月３０日

神戸市垂水区日

向２丁目１番１６

号

塚本　金作神戸市垂水区日

向２丁目２番４

号

つかもと形成

外科・創傷ク

リニック

居宅介護支援令和２年

４月１５日

神戸市灘区烏帽

子町３丁目４番

２１号

株式会社アッ

プルコーポレ

ーション

神戸市灘区烏帽

子町３丁目４番

２１号

居宅介護支援

事業所　ロー

ズガーデン

指定年月日所在地名称

令和２年６月１日神戸市灘区岸地通５丁目１番４号堅田医院

令和２年６月１日神戸市垂水区西舞子２丁目３番５２号藤本耳鼻咽喉科医院

令和２年６月１日神戸市北区上津台５丁目１５番１号湯木クリニック

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導



２０６７

―――――――――――――――――

神戸市告示第３７７号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

令和２年６月１日神戸市北区若葉台１丁目１番４３号こさか家庭医療クリニック

令和２年６月１日神戸市中央区楠町６丁目１０番５号田中内科クリニック

令和２年６月１日神戸市中央区東川崎町１丁目７番４号松原クリニック

令和２年６月１日神戸市中央区花隈町１９番９号島谷内科医院

令和２年４月１日神戸市東灘区青木６丁目４番１７号はぐくむ歯科クリニック

令和２年６月１日神戸市東灘区御影中町３丁目１番２１号ヌマタ歯科医院

令和２年５月１日神戸市須磨区飛松町３丁目１番３号とも歯科医院

令和２年６月１日神戸市中央区布引町４丁目３番６号船曵歯科医院

令和２年６月１日神戸市東灘区岡本２丁目８番６号あおぞら薬局

令和２年６月１日神戸市東灘区住吉本町２丁目１３番１号日本調剤　住吉駅前薬局

平成３０年４月１日神戸市中央区元町通４丁目６番１７号コスモケア訪問看護ステーション

令和２年６月１日神戸市西区伊川谷町別府１１４番地の１３
訪問看護ステーショングッドサー

ビス

廃止年月日所在地名称

令和２年５月３１日神戸市灘区岸地通５丁目３番１７号医療法人社団テレサ堅田医院

令和２年５月３１日神戸市北区若葉台１丁目１番４３号こさか家庭医療クリニック

令和２年５月３１日神戸市中央区楠町５丁目４番１８号医療法人社団田中内科循環器科

令和２年５月３１日神戸市中央区花隈町１９番９号島谷内科医院

令和２年５月３１日神戸市中央区八幡通３丁目２番５号松原クリニック

令和２年６月１４日神戸市西区白水１丁目１４番５５号岩崎整形外科クリニック

令和２年５月３１日神戸市東灘区御影中町３丁目１番２１号ヌマタ歯科医院

令和２年４月３０日神戸市須磨区飛松町３丁目１番３号とも歯科医院

令和２年５月３１日神戸市中央区布引町４丁目３番６号　船曵歯科医院



―――――――――――――――――

神戸市告示第３７８号

　次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活

保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

２　あん摩マッサージ師

３　はりきゅう師

―――――――――――――――――

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０６８

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年４月１日
神戸市長田区川西通４丁目１０１番地の

３３
金森　円まどか整骨院

令和２年５月１６日神戸市長田区東尻池町５丁目１２番１７号内藤　泰弘八尋整体整骨院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年５月２７日神戸市中央区旭通３丁目３番７号入江　サヨ子
やわらぎマッサージ治

療院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年４月１日
神戸市長田区川西通４丁目１０１番地の

３３
金森　円まどか整骨院

令和２年６月２５日神戸市灘区日尾町３丁目３番６号
大内アルベルト

敏雄
アルベルト治療院

令和２年６月２９日神戸市灘区弓木町２丁目３番７号碇　真利子訪問鍼灸　碇

令和２年５月３１日神戸市東灘区岡本２丁目８番６号　ティエス調剤薬局岡本店

令和２年５月３１日神戸市東灘区住吉本町２丁目１３番７号日本調剤　住吉本町薬局

令和２年５月３１日神戸市灘区日尾町３丁目１番２４号訪問看護ステーションリライト

令和２年６月３０日神戸市中央区籠池通５丁目１番２５号
ケアステーションプリエール訪問

看護ステーション



２０６９

神戸市告示第３７９号

　次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定を受けた施術者の

事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

２　はりきゅう師

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３８０号

　次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規

定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

   

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第３８１号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定介護機関の名

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

サービス種類指定年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該指定にかか

る介護事業所の

所在地

当該指定にか

かる介護事業

所の名称

訪問介護令和２年

５月１日

神戸市垂水区福

田４丁目４番２２

号

合同会社ひな

たぼっこ

神戸市垂水区福

田４丁目４番２２

号

ケアステーシ

ョンひなたぼ

っこ

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年３月３１日神戸市須磨区権現町２丁目６番１７号中村　円まどか整骨院

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

平成３１年４月１日神戸市長田区水笠通４丁目１番１号佐藤　三和子
三和鍼灸マッサージ治

療院楽楽堂

令和２年３月３１日神戸市須磨区権現町２丁目６番１７号中村　円まどか整骨院



称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３８２号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０７０

サービス種類変更年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地

当該変更にか

かる介護事業

所の名称

訪問介護　居宅介護

支援　介護予防訪問

サービス　生活支援

訪問サービス

令和２年

６月１日

神戸市長田区神

楽町４丁目６番

１０号

愛和ケアサー

ビス合同会社

（新）神戸市長

田区神楽町４丁

目６番１０号

（旧）神戸市長

田区水笠通６丁

目５番１０号

愛和ケアサー

ビス

サービス種類変更年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地

当該変更にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和２年

４月３０日

神戸市須磨区飛

松町３丁目１番

３号

坂口　智計神戸市須磨区飛

松町３丁目１番

３号　

とも歯科医院

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和２年

５月３１日

兵庫県明石市朝

霧町３丁目１５番

１２号

株式会社ティ

エスプラン

神戸市東灘区岡

本２丁目８番６

号

ティエス調剤

薬局岡本店

訪問看護　介護予防

訪問看護

令和２年

６月３０日

神戸市中央区籠

池通５丁目１番

２５号

医療法人社団

王子会

神戸市中央区籠

池通５丁目１番

２５号

ケアステーシ

ョンプリエー

ル訪問看護ス

テーション

居宅介護支援令和２年

４月３０日

神戸市北区松が

枝町１丁目１７番

特定非営利活

動法人ひなた

神戸市北区松が

枝町１丁目１７番

特定非営利活

動法人ひなた



２０７１

―――――――――――――――――

神戸市告示第３８３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７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

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

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

７号ぼっこ７号ぼっこ

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６月３日台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

７

０

自転車 

原動機付自転車

灘駅周辺

自転車等放置禁止区域



令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０７２

台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

岩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

摩耶駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月５日台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

甲南山手駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月８日台

台

１０

１

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

大石駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月１０日台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

魚崎駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月１２日台

台

７

２

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

新在家駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

岩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月１６日台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

１

自転車 

原動機付自転車

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

７

０

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月１８日台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域



２０７３

―――――――――――――――――

神戸市告示第３８４号

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

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

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

　　令和２年７月２８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

阪急御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

３

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月２３日台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

甲南山手駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

９

１

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

魚崎駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月２５日台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

灘駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１１

１

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

新在家駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月２９日台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

阪急御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３１

２

自転車 

原動機付自転車

灘区管内

自転車等長期放置

台

台

７

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

魚崎駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３６

１

自転車 

原動機付自転車

東灘区管内

自転車等長期放置



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

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

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　⑴　西部保管所・西代保管所

　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

　⑵　須磨保管所・名谷保管所

　　ア　火曜日・木曜日　午後３時から午後７時まで

　　　　（ただし，即時撤去日より７日間は⑴と同様の運用とする。）

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０７４

問 い 合 わ せ 先
撤去及び保管した

年月日

撤去及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管および

返還の場所

神戸市須磨区妙法寺字ヌメリ石

１番地の１

建設局西部建設事務所

電話　７４２－２４２４

令和２年６月２日台１原動機付自転車須磨区管内長期放置
須磨区西落合６丁目１番

名谷保管所

令和２年６月１０日

台８自転車
高速長田駅周辺

自転車等放置禁止区域長田区西代通１丁目１番

西代保管所 台

台

９

１

自転車

原動機付自転車
長田区管内長期放置

令和２年６月１１日

台３自転車
鷹取駅（南・北）周辺

自転車等放置禁止区域長田区御屋敷通２丁目６番

西部保管所 台

台

１８

１

自転車

原動機付自転車
長田区管内長期放置

令和２年６月１６日台１１自転車
西代・板宿駅周辺

自転車等放置禁止区域

長田区西代通１丁目１番

西代保管所

令和２年６月１７日

台１自転車
名谷駅周辺

自転車等放置禁止区域須磨区西落合６丁目１番

名谷保管所 台

台

７

１

自転車

原動機付自転車
須磨区管内長期放置

令和２年６月２３日
台９自転車

高速長田駅周辺

自転車等放置禁止区域
長田区西代通１丁目１番

西代保管所
台１１自転車長田区管内長期放置



２０７５

　  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３８５号

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

し，同条第２項の規定により，令和２年７月２９日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和２年８月１１日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年７月２８日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３８６号

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

し，同条第２項の規定により，令和２年７月２９日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和２年８月１１日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年７月２８日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

令和２年６月２４日台２自転車
須磨・須磨海浜公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

須磨区須磨浦通２丁目２番

須磨保管所

令和２年６月２５日台２４自転車
新長田駅周辺

自転車等放置禁止区域

長田区御屋敷通２丁目６番

西部保管所

令和２年６月３０日台６自転車
板宿駅周辺

自転車等放置禁止区域

長田区西代通１丁目１番

西代保管所

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）
区　　　間路線名

道路の

種類

最大　　９．５０

最小　　７．９０

１７０．００神戸市北区有野町二郎字篭谷８９８番

１０地先から

神戸市北区有野町二郎字西山７５４番

３地先まで

二郎１号線市道

最大　 ２２．９０

最小　　４．８０

６７０．００神戸市北区有野町二郎字西山７５７番

５地先から

神戸市北区有野町二郎丸沢６１７番１

地先まで

二郎８号線市道

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類



  公     告  

神戸市公告第３４３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７月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０７６

最大　 ２２．９０

最小　　４．８０

７２０．００新神戸市北区有野町二郎字宮

ノ前７７３番１地先から

神戸市北区有野町二郎字西

山７５５番２地先まで

有野町合併

第９号線

市道

１．００７２０．００旧

最大 　１９．００

最小　　５．４０

４２０．００新神戸市北区有野町二郎字西

山７５７番５地先から

神戸市北区有野町二郎字西

山７５３番５地先まで

有野町合併

第２４号線

１．００４２０．００旧

最大 　１９．００

最小　　５．４０

２９０．００新神戸市北区有野町二郎字西

山７５４番３地先から

神戸市北区有野町二郎字西

山７５７番５地先まで

有野町合併

第２５号線

　　　　１．００２９０．００旧

最大 　１８．００

最小　　４．００

１０．６０新神戸市北区八多町中字坂本

垣内１００３番１地先から

神戸市北区八多町中字坂本

垣内１０７番３地先まで

中東線

　　　　４．００１０．６０旧

しあわせの村温泉健康センター体育館空調設備工事工 事 名

神戸市北区しあわせの村１番２号工事場所

令和２年１０月２０日完成期限

しあわせの村温泉健康センター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



２０７７

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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８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７月１０日（金）～７月１７日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第３４４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７月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０７８

第１日目　令和２年７月２０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２１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２２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

契約監理課提出場所



２０７９

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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

総合療育センター空調設備更新工事工 事 名

神戸市長田区丸山町２丁目１４工事場所

令和３年１月２９日完成期限

空調設備更新工事に伴う機械設備工事，電気設備工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

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



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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０８０

令和２年７月１０日（金）～７月１７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７月２０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２１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２２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



２０８１

　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３４５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７月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

東部建設事務所外壁改修他工事工 事 名

神戸市東灘区御影塚町２丁目２７－２０工事場所

令和２年１２月１０日完成期限

外壁・防水改修工事他工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

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

その他

方との随意契約により締結する予定の有無



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０８２

　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７月１０日（金）～７月１７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７月２０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２１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２２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



２０８３

　　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３４６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７月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８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

複合産業団地見津が丘環状線道路照明改修工事工 事 名

神戸市西区見津が丘１～７丁目周辺工事場所

令和２年１２月２５日完成期限

道路照明器具の改修工事を行う。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
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

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０８４

　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７月１０日（金）～７月１７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７月２０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２１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

方 法



２０８５

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３４７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７月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

令和２年７月２２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

旧アメリカ領事館官舎耐震補強他電気設備工事工 事 名

神戸市中央区北野町２丁目９―６工事場所

令和４年７月３１日完成期限

旧アメリカ領事館官舎耐震補強他工事に伴う電気設備工事工事概要

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

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。



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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０８６

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

　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



２０８７

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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

令和２年７月１０日（金）～７月１７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７月２０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２１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２２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３４８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７月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０８８

単独企業形態

解体工事業に係る建設業の許可建設業の許可

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

その他

ポートアイランド大倉庫とりこわし工事工 事 名

神戸市中央区港島中町８丁目工事場所

令和２年１１月２０日完成期限

撤去建物（倉庫）・鉄骨造平屋建て延床面積　２９４．４㎡

その他ユニットハウス棟（プレハブ造・平屋建て）撤去

倉庫棟（プレハブ・平屋建て）撤去

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



２０８９

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。

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

令和２年７月１０日（金）～７月１７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７月２０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２１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２２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

　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。



　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３４９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７月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０９０

須磨体育館競技場床改修他工事工 事 名

神戸市須磨区中島町１丁目２－２工事場所

令和２年１２月２８日完成期限

競技場床改修工事，屋根及び防水改修工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般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。

その他

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無



２０９１

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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

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７月１０日（金）～７月１７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７月２０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２１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２２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」

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３５０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７月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０９２

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

ポートアイランドスポーツセンターエレベーター更新工事工 事 名

神戸市中央区港島中町６―１２―１工事場所

令和３年３月２６日完成期限

油圧式エレベーター１基の撤去及び機械室レスロープ式。エレベーター１基の

設置並びに付帯する電気設備工事一式
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なう事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

機械器具設置工事業に係る建設業の許可建設業の許可

機械器具設置工事業の総合評定値が１，０００点以上経営事項審査

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」



２０９３

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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

　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。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７月１０日（金）～７月１７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７月２０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２１日（火）午前９時～午後３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３５１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７月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０９４

令和２年７月２２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

　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

生田南４６号線他浸水対策側溝整備工事（その３）工 事 名

神戸市中央区海岸通５丁目他工事場所

令和２年１１月３０日完成期限

側溝整備工　φ３００～５００㎜　Ｌ＝１０８ｍ工事概要



２０９５

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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行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

　　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



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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０９６

令和２年７月１０日（金）～７月１７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７月２０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２１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２２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



２０９７

神戸市公告第３５２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７月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

令和２年度西管内舗装補修工事（その１）工 事 名

神戸市西区平野町印路他工事場所

令和２年１１月３０日完成期限

工事延長：Ｌ＝３，０００ｍ，施工延長：Ｌ＝１，６４０ｍ，舗装工：Ａ＝８，７４０㎡，

区画線工：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

舗装工事業に係る建設業の許可建設業の許可

舗装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

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「舗装」を第１希望と

して登録していること。
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。

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。

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２０９８

　・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７月１０日（金）～７月１７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７月２０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２１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２２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



２０９９

　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３５５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７月１５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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８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

鵯越墓園低圧配電線更新工事工 事 名

神戸市北区山田町下谷上字中一里山１２―１工事場所

令和３年１月１５日完成期限

鵯越墓園内の低圧配電線を更新する工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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。

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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１００

　・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７月１５日（水）～７月２１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２７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２８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



２１０１

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３５６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７月１５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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

令和２年７月２９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

ポートターミナルボーディングブリッジ電源設備工事工 事 名

神戸市中央区新港町４番５号工事場所

令和３年３月２６日完成期限

本工事はポートターミナル西側にボーディングブリッジ用コンダクターレール

を設置する工事一式とする。
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



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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１０２

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。

※　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７月１５日（水）～７月２１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



２１０３

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３５７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７月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月２７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２８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２９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



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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１０４

鵯越墓園まさき地区便所新築等設備工事工 事 名

神戸市北区山田町下谷上中一里山１２－１工事場所

令和３年２月２６日完成期限

まさき地区便所建替え工事に伴う給排水設備工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

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



２１０５

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

　⑴

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

令和２年７月１５日（水）～７月２１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２７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２８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２９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。

―――――――――――――――――

神戸市公告第３５８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７月１５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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１０６

との随意契約により締結する予定の有無

横尾周辺緑地防災対策工事工 事 名

神戸市須磨区妙法寺字円満林工事場所

令和２年１２月２５日完成期限

覆式落石防護網工６８８㎡，現場打側溝２８ｍ，Ｕ型側溝工４４ｍ，

集水桝工５箇所，門扉工２基，伐採工１，０７０㎡ 他
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「法面処理」を希望

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

その他



２１０７

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

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

　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７月１５日（水）～７月２１日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月２７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２８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２９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



　　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３５９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７月１５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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１０８

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

垂水処理場　東４号低段汚水ポンプ他機械設備工事工 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４年３月１８日完成期限

本工事は，垂水処理場内で東４号低段汚水ポンプ他機械設備の設置を行うもの

である。

東４号低段汚水ポンプ他機械設備工・・・１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

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



２１０９

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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

　下水道法上の終末処理場又はポンプ場において，揚水量が０．３７㎥ ／

秒／台以上の渦巻斜流ポンプを新設又は更新する工事を元請として平成

１７年度以降に完成させた実績があること。

　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

　　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７月１５日（水）～７月２８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。

受付期間



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第３６０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７月１５日

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１１０

※　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

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月２９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月３０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３１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



２１１１

     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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

三宮駐車場照明機器改修工事工 事 名

神戸市中央区加納町６工事場所

令和３年２月１９日完成期限

照明器具のＬＥＤ化工事　一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

電気一般Ａ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

電気一般の総合点数が９４０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

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。

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１１２

　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７月１５日（水）～７月２８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２９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月３０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３１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



２１１３

　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３６１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７月１５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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８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

（仮称）新中央区総合庁舎他昇降機設備工事工 事 名

神戸市中央区東町１１４，１１５工事場所

令和４年６月３０日完成期限

鉄骨造　地下１階地上１３階建　１棟　昇降機設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

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。

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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１１４

　・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。

第１日目　令和２年７月２９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月３０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

入札説明書によります。

方 法

令和２年７月１５日（水）～７月２８日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所

令和２年７月３１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。
方 法



２１１５

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３６２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７月１５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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８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

　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」

旧神戸高齢者総合ケアセンター空調設備他改修工事工 事 名

神戸市中央区日暮通５丁目５番８号工事場所

令和３年２月１５日完成期限

３階，４階の空調設備改修に伴う，機械設備，電気設備，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
建設業の許可



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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１１６

る場合は，特定建設業許可を要します。

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

　　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７月１５日（水）～７月２８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



２１１７

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３６３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７月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８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

第１日目　令和２年７月２９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月３０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３１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



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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１１８

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

その他

長田楠日尾線（六甲）電線共同溝整備工事（南工区）工 事 名

神戸市灘区六甲町１丁目～２丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

工事延長　Ｌ＝２３０ｍ，土工　一式，舗装工　一式，

管路工　Ｌ＝４，８１７ｍ，照明工　一式，区画線工　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



２１１９

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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年７月１５日（水）～７月２８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２９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月３０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３１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



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３６４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７月１５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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１２０

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

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，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

土木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

土木一般の総合点数が９２０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

その他

葦合南５４号線道路改良工事（その５）工 事 名

神戸市中央区磯辺通３，４丁目工事場所

令和３年１月２９日完成期限

施工延長　Ｌ＝９２ｍ，　車道舗装工　Ａ＝５５５㎡，　歩道舗装工　Ａ＝６９２㎡，

街渠工　Ｌ＝９７ｍ，　車止工　４５本
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



２１２１

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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，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７月１５日（水）～７月２８日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月２９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月３０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３６５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７月１５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１２２

「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。

令和２年７月３１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

唐櫃台４丁目地区他汚水管改良工事（その２）工 事 名

神戸市北区唐櫃台４丁目他工事場所

令和３年１２月１０日完成期限

管きょ更生工　φ２００㎜　Ｌ＝４４．４１ｍ，φ２５０㎜　Ｌ＝１，８０９．０５ｍ，工事概要



２１２３

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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

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。

　・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

その他

管きょ工（開削）Ｋ１φ２００㎜　Ｌ＝２７．６０ｍ，Ｋ１φ２５０㎜　Ｌ＝１７３．７５ｍ，

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式

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，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



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　０７８－３２２－５１４６・７）

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

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１２４

　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７月１５日（水）～７月２８日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後

８時）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月２９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月３０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

　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

第１日目　令和２年７月２９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３０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



２１２５

　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

　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。　

―――――――――――――――――

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

令和２年７月３１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８月７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



神戸市公告第３６６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７月１５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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１２６

王塚台１丁目地区他汚水管改築更新工事（その３）工 事 名

神戸市西区王塚台１丁目　他工事場所

令和３年１２月１５日完成期限

管きょ更生工　φ２５０㎜　Ｌ＝１，５８９．９８ｍ　

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，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

　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。

　・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



２１２７

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

７　入札の日時及び方法

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

　　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７月１５日（水）～７月２８日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月２９日（水）午前９時～午後８時日 時

　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



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

　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。

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１２８

第２日目　令和２年７月３０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

「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

令和２年７月３１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

第１日目　令和２年７月２９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３０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８月７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



２１２９

　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３６７号

　制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年７月１５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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８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

ソーラス設備更新工事工 事 名

神戸市東灘区向洋町東４丁目他工事場所

令和３年３月２６日完成期限

センサー設備，拡声設備他の更新工事，無線設備の撤去工事工事概要

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

単独企業形態

電気通信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

　指定した区域内への侵入を検知し，監視センターへと警報出力するセ

ンサー設備及び監視センターからの任意放送や，センサー警報と連動し

た自動放送が可能な放送設備を設置又は改修する工事を元請として，平

成１７年度以降に完成させた施工実績があること。

　ただし，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については，出資比率

が３０％以上の場合に限る。

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。
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

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１３０

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。

令和２年７月１５日（水）～７月２２日（水）

※　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８月１７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月１８日（火）午前９時～午後３時
日 時



２１３１

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３６８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７月１５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年度　一般街路灯（防犯灯）支柱購入

２　数量

　　５００本

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

　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８月１９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　落札者がある場合　　　　　　　　　　　「落札者決定通知書」

　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



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６月１６日

５　落札者の氏名及び住所

　　富国工業株式会社

　　　　代表取締役　小西　孝教

　　神戸市北区道場町日下部３００番地

６　落札金額

　　８，７００，０００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２２日

―――――――――――――――――

神戸市公告第３６９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

１１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７月１５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

　　本庁舎清掃業務

２　数量

　　一式

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６月２４日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社オークスコーポレーション　関西支店

　　　　支店長　下前　雅也

　　神戸市兵庫区出在家町１－５－１４－３０５

６　落札金額

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１３２



２１３３

　　７５，５８５，０００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２２日

―――――――――――――――――

神戸市公告第３７０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

１１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７月１５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

　　神戸市立学校園電気調達（９月開始分）

２　数量

　　一式

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６月１９日

５　落札者の氏名及び住所

　　中部電力ミライズ株式会社

　　　　代表取締役　社長執行役員　大谷　真哉

　　名古屋市東区東新町１番地

６　落札金額

　　５４０，４６２，２４６円（税込）

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２２日

―――――――――――――――――
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神戸市公告第３７１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

１１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７月１５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

　　普通四輪貨物車キャブ付きシャーシ　Ａ

２　数量

　　１１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　落札者を決定した日

　　令和２年６月３０日

５　落札者の氏名及び住所

　　神戸日野自動車株式会社

　　　　代表取締役　馬場　寿夫

　　神戸市東灘区向洋町西５丁目１１番

６　落札金額

　　５６，２１０，０００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５月１３日

―――――――――――――――――

神戸市公告第３７２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

１１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７月１５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

　　普通四輪貨物車キャブ付きシャーシ　Ｂ

２　数量
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２１３５

　　１０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　落札者を決定した日

　　令和２年６月３０日

５　落札者の氏名及び住所

　　兵庫トヨタ自動車株式会社　特販営業所

　　　　特販営業所長　白根　浩司

　　神戸市須磨区大池町３丁目１番１号

６　落札金額

　　５１，０００，０００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５月１３日

―――――――――――――――――

神戸市公告第３７３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７月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　高規格救急車の購入

２　数量

　　６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　落札者を決定した日

　　令和２年３月１９日

５　落札者の氏名及び住所

　　兵庫トヨタ自動車株式会社　

　　　　特販営業所長　白根　浩司

　　神戸市須磨区大池町３丁目１番１号
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６　落札金額

　　１０３，８００，０００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２月５日

―――――――――――――――――

神戸市公告第３８０号

　都市公園の位置を変更するので，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７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　位置を変更する都市公園

　⑴　名称，位置及び区域

　⑵　変更年月日

　　　令和２年７月２８日

―――――――――――――――――

神戸市公告第３８１号

　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。

　なお，当該契約は，地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

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

　　令和２年７月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　玉津処理場他維持管理業務

　⑵　履行場所

　　ア　玉津処理場　　　　　　　　　　　神戸市西区森友１丁目２６

　　イ　吉田ポンプ場　　　　　　　　　　神戸市西区森友１丁目２６

　　ウ　上池ポンプ場　　　　　　　　　　神戸市西区玉津町上池２６６

　　エ　岩岡ポンプ場　　　　　　　　　　神戸市西区上新地３丁目１２－７
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２１３７

　　オ　分室　　　　　　　　　　　　　　神戸市西区森友１丁目１８

　⑶　業務実施期間

　　　令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

　⑷　業務の概要

　　ア　処理場等の運転及び維持管理業務

　　イ　物品その他の調達及び管理業務

　　ウ　業務履行に付随する業務

２　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　単独企業の資格要件

ア　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。なお，上記

　資格を有しない者も，当該入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書及び資料を提

　出することができるが，当該入札に参加するためには，開札の日時までに入札に参加す

　る者に必要な資格を有すると認定され，かつ，当該入札に参加する者に必要な資格を有

　しなければならないものとする。

イ　入札参加資格の審査の申請の受付期間の最終日から入札の日までの間に，神戸市指名

　停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受けていないこと。

ウ　入札参加資格の審査の申請の受付期間の最終日から入札の日までの間において，経営

　状況が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開

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

　画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

エ　下水道処理施設維持管理業者登録規程（昭和６２年建設省告示第１３４８号）第２条第１項

　の規定に基づき国土交通大臣の登録を受けていること。

オ　法令上許可・認可等を必要とする場合にあっては，その許可・認可等を受けているこ

　と。

カ　法人税，消費税及び地方消費税，県税，市税等を滞納していないこと。

キ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６

　号に規定する暴力団員が役員又は代表構成員として，もしくは実質的に経営に関与して

　いる団体，役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規

　定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行っている

　団体，その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団体ではないこと。

ク　過去１５年以内に，活性汚泥法で汚水処理を行っている下水処理場（ただし，当該処理

　方式で下水道法（昭和３３年４月２４日法律第７９号）の事業認可を受けている終末処理場に

　限る。）において，維持管理業務の元請事業者，あるいは元請共同企業体の代表構成員

　としての実績が入札日において１年以上あること。

ケ　過去１５年以内に，汚泥処理（汚泥濃縮，汚泥消化，汚泥脱水の工程の内いずれか）に

　おいて，維持管理業務の元請事業者，あるいは元請共同企業体の代表構成員としての実

　績が入札日において１年以上あること。

コ　過去１５年以内に，雨水ポンプ場において，維持管理業務の元請事業者，あるいは元請

　共同企業体の代表構成員としての実績が入札日において１年以上あること。

　⑵　共同企業体の資格要件
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　　ア　構成員は２社又は３社とし，それぞれの出資比率が２社の場合は３０％以上，３社の場

　　　合は２０％以上であること。

　　イ　代表構成員は，出資比率が構成員中最大であること。

　　ウ　構成員は上記⑴のアからキまでのいずれにも該当すること。

　　エ　共同企業体として，上記⑴のクからコに該当すること。

　　オ　代表構成員は上記⑴のクに該当すること。

　　カ　代表構成員以外は上記⑴のクからコのいずれかに該当すること。

　　キ　結成方法は自主結成とし，本件入札に関して他の共同企業体の構成員を兼ねていない

　　　こと。

３　入札及び契約に関する事務を担当する部局

　⑴　入札に関する事務を担当する部局

　　　郵便番号　６５１－００８４

　　　神戸市中央区磯辺通３－１－７コンコルディア神戸３階

　　　神戸市建設局下水道部経営管理課（電話番号：（０７８）８０６－８７６４）

　⑵　契約に関する事務を担当する部局

　　　郵便番号　６５１－２１３２

　　　神戸市西区森友１丁目２６

　　　神戸市建設局西水環境センター西神施設課（電話番号：（０７８）９２７－５０７８）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申込書の配付，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

５　入札説明書の交付期間，交付場所及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　令和２年７月２８日（火）から令和２年９月２日（水）まで（神戸市の休日を定める条例

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

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　交付場所

　　　神戸市中央区磯辺通３－１－７コンコルディア神戸３階

　　　神戸市建設局下水道部経営管理課（電話番号：（０７８）８０６－８７６４）

　⑶　交付方法

　　　無料交付

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

　⑴　提出期間

　　　令和２年８月２７日（木）から令和２年９月２日（水）まで

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　提出場所

　　　神戸市中央区磯辺通３－１－７コンコルディア神戸３階

　　　神戸市建設局下水道部経営管理課（電話番号：（０７８）８０６－８７６４）

７　契約条項及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市中央区磯辺通３－１－７コンコルディア神戸３階
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２１３９

　　神戸市建設局下水道部経営管理課（電話番号：（０７８）８０６－８７６４）

　　なお，契約条項及び入札に必要な書類の内容は，神戸市建設局下水道部のホームページで

　公表します。

８　入札の日時及び場所等

　⑴　方法

　　　所定の入札用封筒に入札書を入れ，封緘の上，持参すること

　⑵　日時

　　　令和２年１２月２日（水）午前１０時

　⑶　場所

　　　神戸市中央区磯辺通３－１－７コンコルディア神戸３階　第１会議室

９　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。

１０　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書で入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　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。

１１　落札者の決定

　　落札者の決定は，入札額が最低の価格であり，かつ，消費税及び特別地方消費税に係る課

　税業者であるか免税業者であるかを問わず，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あるとき，その者を落札者とします。

１２　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１３　入札に参加する者に必要な資格を有すると認定されていない者の参加

　　第２項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者も当該入札に参加す

　る者に必要な資格の審査の申請書及び資料を提出することができますが，当該入札に参加す

　るためには，開札の日時までに入札に参加する者に必要な資格を有すると認定され，かつ，

　当該入札に参加する者に必要な資格を有しなければなりません。

１４　Summary

　⑴　Subject matter of the contract : Maintenance and management service at Tamatsu

　　Sewage Treatment Plant.
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　⑵　The closing date and time for the submission of application forms and attached 

　　documents for the qualification confirmation : 5:00 P.M. September 2, 2020

　⑶　The date and time for the submission of tenders : 10:00 A.M. December 2, 2020

　⑷　A contact point where tender documents are available : Public Construction

　　Projects Bureau,Kobe City Hall,3-1-7, Isobe-dori, Chuo-Ku,Kobe 651-0084,Japan.

　　TEL 078-806-8764

  水  道  局  

神戸市水道告示第８号

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

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

の規定により告示する。

　　令和２年７月２８日

   神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第５１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７月１５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

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１４０

廃止年月日
事　　　業　　　所事　　　業　　　者

所　在　地名　　称代表者所　在　地氏名又は名称

令和２年

６月３０日
中央区布引町２丁目１－２３山口兄弟商会前田　昌隆中央区布引町２丁目１－２３山口兄弟商会

東灘（渦森台４丁目）配水管取替工事その３工 事 名

神戸市東灘区渦森台４丁目工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

布設：φ５０（ＰＥ）－８０．０ｍ，φ７５（ＰＥ）－１．２ｍ，φ７５－１４．０ｍ，

　　　φ１００－６０６．０ｍ，φ１５０－１１２．６ｍ，

撤去：φ１００－６．５ｍ，φ１５０－７０８．６ｍ

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



２１４１

　　（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）

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

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，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。

施工実績

⑴　神戸市内に本店又は支店若しくはこれに準じるものを有すること。

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



４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　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

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１４２

令和２年７月１５日（水）～７月２８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２９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月３０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３１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



２１４３

　　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５２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７月１５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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

兵庫（上沢通他）配水管取替工事工 事 名

神戸市兵庫区上沢通３丁目～７丁目，松本通３丁目，大井通２丁目～３丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

管布設延長：φ７５－１１．７ｍ，φ１００－５３．７ｍ，φ１５０－５０９．９ｍ，φ２００－１６５．２ｍ

管撤去延長：φ７５－４．９ｍ，φ１００－４４．８ｍ，φ１５０－６１８．０ｍ，φ２００－１６５．３ｍ
工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

　水道管開削工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成２１年

度以降に完成させた施工実績があること。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

　ただし，等級が土木Ａ又はＢ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

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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１４４

　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７月１５日（水）～７月２８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２９日（水）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年７月３０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３１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方 法



２１４５

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２５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条及び神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号。以下「規程」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７月１５日

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

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　軽油の購入

２　予定数量

　　２，３５５キロリットル

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市交通局総務課

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号

４　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８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

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」



　　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

５　落札者を決定した日

　　令和２年６月１６日

６　落札者の氏名及び住所

　　中川物産株式会社

　　　　代表取締役　中川　秀信

　　名古屋市港区潮見町３７－２３

７　落札金額

　　１７６，１５４，０００円（１リットル当たり７４円８０銭）

８　契約の相手方を決定した手続

　　規程第１０条の規定により定めた予定価格から軽油引取税を減じた額の１１０分の１００に相当す

　る価格に軽油引取税を加算した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。

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

　　令和２年４月２２日

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第２６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。以下「規程」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７月１５日

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

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　小型ノンステップバス

２　予定数量

　　３両

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市交通局総務課

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号

４　入札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

５　落札者を決定した日

　　令和２年６月１６日

６　落札者の氏名及び住所

　　神戸日野自動車株式会社

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１４６



２１４７

　　　代表取締役　馬場　寿夫

　　神戸市東灘区向洋町西５丁目１１番

７　落札金額

　　５５，５００，０００円

８　契約の相手方を決定した手続

　　規程第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。

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

　　令和２年４月２２日

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第２９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７月１０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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

西神南駅電気室他１か所直流電源設備更新工事工 事 名

神戸市西区井吹台東町１丁目　神戸市営地下鉄西神・山手線　西神南駅

神戸市中央区　楠町　３丁目　神戸市営地下鉄西神・山手線　大倉山駅
工事場所

令和２年１２月１５日完成期限

本工事は，神戸市営地下鉄西神・山手線　西神南駅電気室にある直流電源設備

一式及び大倉山駅発電機室にある蓄電池の更新を行うものである。
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

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において，「電気専門」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。

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７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１４８

　・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７月１０日（金）～７月１７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７月２０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２１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



２１４９

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。

  監 査 委 員  

神戸市監査委員告示第１号

包括外部監査人森山　恭太の補助者

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第２項の規定に基づき，包括外部監査人森

山　恭太の監査の事務を補助する者について，次のとおり告示する。

　　令和２年７月１０日

神戸市監査委員　細　川　明　子　

同　　　　　　　藤　原　武　光　

同　　　　　　　山　本　嘉　彦　

同　　　　　　　沖　久　正　留　

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号

令和２年７月２２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

監査の事務を補

助できる期間 

監査の事務を補

助する者の住所

監査の事務を補

助する者の氏名



  訂     正  

　令和元年１２月３日付神戸市公報第３６３６号に掲載の神戸市公告第１０５７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。

（　４３５８頁　上から６行目）

誤

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市垂水区学が丘６丁目１番１の一部，１番２の一部，学が丘７丁目８６４番７７の一部，

　　８６４番７９，８６４番８０，８６４番８１の一部，８６４番８５の一部，８６４番１０１，８６４番１００の一部，

　　多聞町字小束山８６４番７８，８６４番１７４，８６４番１７５の内１工区，４工区

正

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市垂水区学が丘６丁目１番１の一部，１番２の一部，学が丘７丁目８６４番７７の一部，

　　８６４番７９，８６４番８０，８６４番８１の一部，８６４番８５の一部，８６４番１０１，８６４番１００の一部，

　　８６４番１７４，８６４番１７５，多聞町字小束山８６４番７８の内１工区，４工区

（　４３５８頁　上から１４行目）

誤

３　許可番号

　　平成３０年２月２２日　第６８５９号

　　（変更許可　平成３０年１０月１０日　第１３２４号）

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号２１５０

令和２年７月１０日（金）から

令和３年３月３１日（水）まで

尼崎市食満６丁目２０番１号　クレー

ルコート園田３０２
赤井　真一郎

令和２年７月１０日（金）から

令和３年３月３１日（水）まで

神戸市中央区加納町２丁目９番２４－

６０５号
安達　誠二

令和２年７月１０日（金）から

令和３年３月３１日（水）まで
神戸市垂水区塩屋町５丁目７番１５号大内　美香

令和２年７月１０日（金）から

令和３年３月３１日（水）まで
神戸市須磨区大手町２丁目５番３号大谷　泰史

令和２年７月１０日（金）から

令和３年３月３１日（水）まで
尼崎市塚口町１丁目９番地の６松本　五郎

令和２年７月１０日（金）から

令和３年３月３１日（水）まで
宝塚市山手台西２丁目３番４号湯本　規子

令和２年７月１０日（金）から

令和３年３月３１日（水）まで

神戸市垂水区五色山１丁目１番４５－

４１５号
村上　公一



２１５１

正

３　許可番号

　　平成３０年２月２２日　第６８５９号

　　（変更許可　平成３０年１０月１０日　第１３２４号）

　　（変更許可　令和元年９月２５日　第１３５０号）

令和２年７月２８日   神  戸  市  公  報   第３６６８号


