
目      次

条      例

▽神戸市会政務活動費の交付に関する条例の

　一部を改正する条例 ［行財政局財務課］

▽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の一部を改正する

　条例  　［建設局道路計画課］

規      則

▽神戸市営住宅条例の一部を改正する条例の

　一部の施行期日を定める規則

 　　　　［建築住宅局住宅管理課］

▽神戸市港湾施設条例施行規則の一部を改正

　する規則 　［港湾局経営企画課］

告      示

▽神戸市公印規則により印影等を印刷するこ

　とができる文書の名称，使用公印の名称等

　（特別管理産業廃棄物処理業の許可につい

　て（通知）ほか）　［行財政局業務改革課］

▽人と自然との共生ゾーンの指定等に関する

　条例第１８条第７項の規定による里づくり計

　画の変更の認定（神出東里づくり協議会）

 　　　　［経済観光局農政計画課］

▽神戸市公印規則により電子印を使用するこ

　とができる文書の名称，電子計算機に記録

　する公印の名称等（小児慢性特定疾病医療

　受給者証ほか）　　［行財政局業務改革課］

▽介護保険法による指定居宅サービス等事業

　者の指定 　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による介護予防・日常生活支援

　総合事業指定事業者の指定

  　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による指定地域密着型サービス

　等事業者の指定　　　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による指定居宅サービス等事業

　の廃止  　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による介護予防・日常生活支援

　総合事業指定事業の廃止

  　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による指定地域密着型サービス

　等事業の廃止 　［福祉局監査指導部］

▽障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

　支援するための法律による事業所の指定

  　［福祉局監査指導部］

▽障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

　支援するための法律による事業の廃止

  　［福祉局監査指導部］

▽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

　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

　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名称の変

　更  　　　［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等

　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］

▽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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２８２６

▽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］

▽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事業の

　廃止  　　　［福祉局保護課］

▽令和２年第２回定例市会で議決された令和

　２年度神戸市各会計補正予算

  　　［行財政局財務課］

▽道路法による道路の区域変更及び供用開始

　（市道　中浜西線）　［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（須磨浦公園便所改築他工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（西部市場逆洗・処理水槽他改修工

　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（令和２年度東部管内舗装補修工事

　（その２）） ［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（須磨里２１９号線擁壁設置工事）

  ［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（西神井吹台住宅１・３号棟照明設

　備改修工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（池尻橋架替工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（大日通２丁目地区他汚水管改築更

　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（令和２年度東部管内舗装補修工事

　（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（摩耶埠頭重量物クレーン３号機解

　体撤去工事） ［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（西神井吹台住宅８・９・１１号棟外

　壁改修他工事） ［行財政局契約監理課］

▽簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制

　限付一般競争入札による契約の締結（吉田

　町地区護岸改良工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事業計画の縦覧（新長田駅南第２－Ｃ地区

　震災復興第二種市街地再開発事業）

 ［都市局市街地整備部都市整備課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（西部市場大動物懸肉搬送コンベア

　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（櫨谷児童館外壁改修他工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（西部市場照明設備改修他工事）

  ［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（令和２年度北管内舗装補修工事そ

　の５）  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（神若橋補修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（大橋３号線波打ち解消工事）

  ［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（賀市交差点改良工事）

  ［行財政局契約監理課］

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

２８７４

２８７７

２８７９

２８８１

２８８３

２８８６

２８８８

２８９１

２８９３

２８９６

２８９７

２８９９

２９０１

２９０４

２９０６

２９０８

２９１１

２８５２

２８５２

２８５３

２８５４

２８５４

２８５５

２８５６

２８５６

２８５６

２８５７

２８５７

２８５８

２８５８

２８５９

２８６０

２８６０

２８６１

２８６１

２８６２

２８６３

２８６９

２８７０

２８７２



２８２７令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（ベルデ名谷住宅３号棟・駐車場棟

　外壁改修他工事）　［行財政局契約監理課］

▽簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制

　限付一般競争入札による契約の締結（烏帽

　子町２丁目地区他汚水管改築更新工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（令和２年度　一般街路灯（防犯灯）支柱

　購入（その３））　［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ＧＩＧＡスク－ル

　用端末借上げ）　　［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（垂水学校給食共同調理場給食

　配送業務） ［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（家庭系燃えるごみ・コンテナ

　等収集運搬業務（Ｂ地区））

  ［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（家庭系燃えるごみ・コンテナ

　等収集運搬業務（Ｃ地区））

  ［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（家庭系燃えるごみ・コンテナ

　等収集運搬業務（Ｄ地区））

  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る随意契約による相手方

　の決定（大型ごみ収集運搬業務（Ａ地区））

  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る随意契約による相手方

　の決定（大型ごみ収集運搬業務（Ｂ地区））

  ［行財政局契約監理課］

▽神戸市環境影響評価等に関する条例による

　事後調査報告書の概要書の写しの縦覧（国

　営明石海峡公園（神戸地区））

 　［環境局環境保全部環境都市課］

▽神戸市環境影響評価等に関する条例による

　事後調査報告書の概要書の写しの縦覧（六

　甲北有料道路拡幅事業）

 　［環境局環境保全部環境都市課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（西部処理場汚泥処理施設等運転管理業務）

 　　［建設局下水道部経営管理課］

▽有料公園（布引公園）供用時間の変更

  ［建設局公園部管理課］

▽建築基準法第４２条第１項第４号の規定によ

　る道路の指定

　　　　［建築住宅局建築指導部建築安全課］

▽建築基準法第４２条第１項第５号の規定によ

　る道路の指定

　　　　［建築住宅局建築指導部建築安全課］

▽神戸市私道の変更又は廃止の手続に関する

　条例第２条第１項の規定に基づく道路の変

　更又は廃止

　　　　［建築住宅局建築指導部建築安全課］

▽王子公園駐車場の臨時供用

  　［建設局王子動物園］

▽放置物件の撤去及び保管

 　　　［港湾局神戸港管理事務所］

▽開発行為に関する工事の完了（須磨区高倉

　台六丁目） 　　　［都市局指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（北区有野町）

  　　　［都市局指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（西区玉津町）

  　　　［都市局指導課］

▽都市計画の変更に伴う都市計画案の縦覧

　（神戸国際港都建設計画生産緑地地区）

  　［都市局都市計画課］

区   役   所

▽行旅死亡人

 　［中央区保健福祉部健康福祉課］

　

水   道   局

▽神戸市水道局会計規程等の一部を改正する

　規程  　［水道局経営企画課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（口径２０亜水道メーター（新調品）購入そ

　の４）  ［水道局西部センター］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（口径２０亜水道メーター（修理品）その４）

  ［水道局西部センター］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（口径２０亜水道メーター（新調品）購入そ

　の３）  ［水道局西部センター］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（口径２０亜水道メーター（修理品）その３）

  ［水道局西部センター］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（北（南五葉６丁目他）送・配水管

　取替工事）  　［水道局配水課］

交   通   局

▽身体障害者等の乗車証の取扱いに関する規

　程および神戸市交通局ＩＣ証票乗車券取扱

　規程の一部を改正する規程

  　［交通局営業推進課］
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２９３５
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２９３６

２９３７

２９３７

２９３９

２９３９

２９４２

２９４７

２９５１

２９５２

２９５２

２９５５

２９１３

２９１５

２９１９

２９２２

２９２３

２９２４

２９２５

２９２５

２９２６

２９２７

２９２８

２９２９

２９２９

２９３２

２９３２



２８２８

▽自動車事業の旅客運賃等の徴収事務の委託

　［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（新長田駅安全対策室他空調更新工

　事） 　［交通局総務課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

の締結（旧居留地・大丸前駅出入口２止水

　板改修工事） 　［交通局総務課］

監 査 委 員 

▽監査公表 　［監査事務局第１課］

そ   の  他

▽令和元年度財務諸表（地方独立行政法人神

戸市民病院機構）

［地方独立行政法人神戸市民病院機構法人

本部経営企画室企画財務課］

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

２９５９

２９５９

２９６２

２９６４

２９６５



２８２９

  条     例  

　神戸市会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年９月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第２１号

　　　神戸市会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例

　神戸市会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年３月条例第３６号）の一部を次のように改

正する。

　題名中「交付」の次に「等」を加える。

　第１条中「交付すること」の次に「等」を加える。

　第４条中「別表」を「別表第１」に改める。

　第４条の次に次の１条を加える。

　（按分による支出）

第４条の２　会派は，交付を受けた政務活動費を別表第２に定める経費に使用するときは，神

　戸市会政務活動費経理要綱（平成１３年３月市会運営委員会決定）で定める方法により按分し

　て支出することができる。

　別表を別表第１とし，同表の次に次の１表を加える。

別表第２（第４条の２関係）

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，令和２年１０月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例による改正後の第４条の２の規定は，次に掲げるものについて適用する。

　⑴　この条例の施行の日以後に会派広報・広聴印刷物納品連絡票（神戸市会政務活動費経理

　　要綱に規定する会派広報・広聴印刷物納品連絡票をいう。以下同じ。）を議長に提出する

　　会派広報印刷物に係る経費

　⑵　この条例の施行の日以後に支出する会派広聴事務所の借上料及び光熱水費

　⑶　この条例の施行の日以後に会派広報・広聴印刷物納品連絡票を議長に提出する会派広聴

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

別表第１広報費の項に規定する経費のうち会派広報印刷物（会派の調査及び研究に

係る活動，議会活動等について住民に広報するために会派が発行する広報紙をい

う。）に係る経費

１

別表第１広聴費の項に規定する経費のうち会派広聴事務所（会派が市政，会派の政

策等に関する住民からの意見及び要望を聴取するための事務所をいう。）の借上料

及び光熱水費

２

別表第１広聴費の項に規定する経費のうち会派広聴印刷物（会派が市政，会派の政

策等に関する住民からの意見及び要望を聴取するために発行する広聴紙をいう。）

に係る経費

３



　　印刷物に係る経費

３　この条例の施行の日前に神戸市会政務活動費経理要綱に基づき按分して支出された会派広

　聴事務所の借上料及び光熱水費は，この条例による改正後の第４条の２の規定により按分し

　て支出されたものとみなす。

―――――――――――――――――

　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の一部を改正する条例を

ここに公布する。

　　令和２年１０月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第２２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の一部を改正する条

　　　例

　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）の一部を次のように改正する。

　第２７条に次の１項を加える。

２　前項（次条及び第２９条の規定により適用する場合を含む。）の規定にかかわらず，都市計

　画法第２０条第１項の規定により告示された神戸国際港都建設計画特別用途地区として定めら

　れた都心機能誘導地区のうち都心機能高度集積地区（以下「都心機能高度集積地区」とい 

　う。）において次の各号のいずれかに該当する施設（当該施設の敷地が当該地区の内外にわ

　たる場合は，当該施設の全部）を新築しようとする者は，前項の規定による自転車駐車場の

　設置をしないことができる。

　⑴　施設の敷地に係る都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域に関する都市計画

　　において定められた建築物の容積率を超えない施設

　⑵　施設の敷地に係る都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域に関する都市計画

　　において定められた建築物の容積率を超える施設のうち，当該施設に係る自転車駐車場の

　　整備についてあらかじめ市長と協議したもの

　第２８条中「前条」を「前条第１項」に，「同条」を「同項」に改める。

　第２９条第１項及び第２項中「第２７条」を「第２７条第１項」に，「同条」を「同項」に改める。

　第３０条中「前３条」を「第２７条第１項，第２８条及び第２９条」に，「第２７条」を「第２７条第１

項」に改め，同条に次の１項を加える。

２　前項の規定にかかわらず，都心機能高度集積地区において次の各号のいずれかに該当する

　施設（当該施設の敷地が当該地区の内外にわたる場合は，当該施設の全部）を増築しようと

　する者は，前項の規定による自転車駐車場の設置をしないことができる。

　⑴　施設の敷地に係る都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域に関する都市計画

　　において定められた建築物の容積率を超えない施設

　⑵　施設の敷地に係る都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域に関する都市計画

　　において定められた建築物の容積率を超える施設のうち，自転車駐車場の整備についてあ

　　らかじめ市長と協議したもの

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８３０



２８３１

　第３０条の２第１項各号列記以外の部分中「第２７条から第２９条まで」を「第２７条第１項，第２８

条及び第２９条」に改め，同項第１号及び第２号中「第２７条の表」を「第２７条第１項の表」に改

め，同条第２項中「前条」を「前条第１項」に改め，同条に次の１項を加える。

３　前２項の規定にかかわらず，第２７条第２項の規定により自転車駐車場の設置をしないこと

　とした施設及び第３０条第２項の規定により自転車駐車場の設置をしないこととした増築後の

　施設（当該施設のうち，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

　の一部を改正する条例（令和２年１０月条例第２２号）の施行の日前に建築された部分を除 

　く。）に係る用途の変更をしようとする者は，前２項の規定による自転車駐車場の設置をし

　ないことができる。

　第３２条第１項中「第２７条から前条まで」を「第２７条第１項，第２８条，第２９条，第３０条第１項，

　第３０条の２及び前条」に改める。

　第３３条第１項中「第２７条から第３１条まで」を「第２７条第１項，第２８条，第２９条，第３０条第１

項，第３０条の２及び第３１条」に改め，「設置」の次に「し」を加える。

　第３５条第１項中「第２７条から第３１条まで」を「第２７条第１項，第２８条，第２９条，第３０条第１

項，第３０条の２及び第３１条」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例による改正後の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（以下「新条例」という。）第２７条第２項及び第３０条第２項の規定は，この条例の施行の

　日前に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第３３条第１項前段

　の規定による届出を行った者については，適用しない。

　（検討）

３　市長は，この条例の施行後３年を目途として，都心機能高度集積地区（新条例第２７条第２

　項に規定する都心機能高度集積地区をいう。）における自転車駐車場の整備状況や自転車等

　の放置の状況等を勘案し，同地区における既存の附置義務自転車駐車場の取扱いに係る新条

　例第４章の規定について検討を加え，必要があると認めるときは，その結果に基づいて必要

　な措置を講ずるものとする。

  規     則  

　神戸市営住宅条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布する。

　　令和２年９月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第２９号

　　　神戸市営住宅条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

　神戸市営住宅条例の一部を改正する条例（令和２年３月条例第６４号）附則第１項ただし書に

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号



規定する規定の施行期日は，令和２年１０月１日とする。

―――――――――――――――――

　神戸市港湾施設条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年１０月１日

     神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第３０号

　　　神戸市港湾施設条例施行規則の一部を改正する規則

　神戸市港湾施設条例施行規則の一部を改正する規則（昭和４８年４月規則第１１号）の一部を次

のように改正する。

　第５条の２第３項に次のただし書きを加える。

　　ただし，市長が特に必要があると認める場合は，市長が定める日から申請の受付を行うこ

とができる。

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

  告     示  

神戸市告示第４５８号

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

ことができる文書の名称，使用公印の名称，様式及び書体並びに印影等の寸法を，同条第２項

の規定により，次のとおり告示する。

　　令和２年９月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８３２

印影等の寸法

（ミリメートル）

使用公印
文　　書　　名

書体様式名称

方３０隷書２市長の印
特別管理産業廃棄物処理業の許可について

（通知）

方３０隷書２市長の印
使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る

調査について（照会）

方３０隷書２市長の印引取業者登録通知書

方３０隷書２市長の印フロン類回収業者登録通知書

方３０隷書２市長の印
使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づ

く解体業の許可について（通知）

方３０隷書２市長の印解体業許可証



２８３３

―――――――――――――――――

神戸市告示第４５９号

　人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例（平成８年４月条例第１０号）第１８条第７項の

規定に基づく里づくり計画の変更の認定を行ったので，同条第８項において準用する同条第６

項の規定により，次のとおり告示する。

　　令和２年９月２９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　変更認定する里づくり計画

　　　神出東里づくり計画

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４６２号

　神戸市公印規則（昭和５２年３月規則第１１１号）第９条第１項の規定により電子印を使用する

ことができる文書の名称，電子計算機に記録する公印の名称，様式及び書体並びに印影等の寸

法を，同条第２項の規定により，次のとおり告示する。

　　令和２年１０月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第４６７号

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

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

びに第８５条の規定により告示する。

　　令和２年１０月１３日

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

方３０隷書２市長の印
使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づ

く破砕業の許可について（通知）

方３０隷書２市長の印破砕業許可証

印影等の寸法

（ミリメートル）

電子計算機に記録する公印
文　　書　　名

書体様式名称

方１５隷書２市長の印小児慢性特定疾病医療受給者証

方２４隷書２市長の印

養育医療券

方２４隷書６２
行政機関の長の印

（保健所長の印）



     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８３４

サービス

種類

指定年月日指定申請者の

所在地

指定申請者の

名称

事業所等の

所在地

事業所等の

名称

介護保険

事業所番号

介護予防訪

問看護

令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

兵庫区湊町一

丁目３－６ラ

イオンズマン

ション神戸湊

町公園２０３号

有限会社松の

花

兵庫県神戸市

須磨区磯馴町

２－３－２２ハ

イツ須磨２０４

訪問看護リハ

ステーション

結

２８６０７９０３１６

訪問看護令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

兵庫区湊町一

丁目３－６ラ

イオンズマン

ション神戸湊

町公園２０３号

有限会社松の

花

兵庫県神戸市

須磨区磯馴町

２－３－２２ハ

イツ須磨２０４

訪問看護リハ

ステーション

結

２８６０７９０３１６

介護予防訪

問看護

令和２年

９月１日

神奈川県横浜

市港南区上大

岡西一丁目６

番１号

株式会社ツク

イ

兵庫県神戸市

垂水区神陵台

三丁目２－１

ツクイ神戸訪

問看護ステー

ション

２８６０８９０３８９

訪問看護令和２年

９月１日

神奈川県横浜

市港南区上大

岡西一丁目６

番１号

株式会社ツク

イ

兵庫県神戸市

垂水区神陵台

三丁目２－１

ツクイ神戸訪

問看護ステー

ション

２８６０８９０３８９

居宅介護支

援

令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

灘区城内通４

丁目４番２号

株式会社菩提

樹

兵庫県神戸市

灘区城内通４

丁目４番２号

　１階東

さんさん　居

宅介護支援事

業所

２８７０２０２９８９

訪問介護令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

二丁目３番６

号メゾンユニ

ベール２０２

合同会社

REATHICS　

JAPAN

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

二丁目３番６

号メゾンユニ

ベール２０２

ケアステーシ

ョン　ぴすた

ちお

２８７０５０３６００

訪問介護令和２年

９月１日

東京都千代田

区神田駿河台

二丁目９番地

株式会社ニチ

イ学館

兵庫県神戸市

兵庫区出在家

町１丁目２－

５丸西中之島

ビル２０７号室

ニチイケアセ

ンター兵庫み

さき

２８７０５０３６１８

訪問介護令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

兵庫区荒田町

一丁目１６番２

号湊 川セン

タービル３階

合同会社あさ

ひ

兵庫県神戸市

兵庫区荒田町

一丁目１６番２

号湊川センタ

ービル３階

ケアサービス

あさひ

２８７０５０３６２６

訪問介護令和２年

９月１日

神奈川県相模

原市南区相武

台団地二丁目

２番２－４７号

合同会社咲良兵庫県神戸市

兵庫区三川口

町３丁目５－

２４アリストビ

すてーしょん

　さくら

２８７０５０３６３４



２８３５

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４６８号

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

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

ビス事業者の指定に関する要綱第１０条第１号の規定により告示する。

　　令和２年１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

ル５０１

訪問介護令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

長田区西代通

四丁目１番４

号１階

株式会社

ANGE KOBE

兵庫県神戸市

長田区西代通

四丁目１番４

号１階

安寿訪問介護

事業所

２８７０６０３４３４

訪問介護令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

北区鈴蘭台南

町三丁目１１番

１１号

あさひケアサ

ービス株式会

社

兵庫県神戸市

北区山田町小

部字広苅２０番

１

あさひサンヴ

ィレッジ鈴蘭

台東

２８７５００３９０３

訪問介護令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

北区鈴蘭台南

町三丁目１１番

１１号

あさひケアサ

ービス株式会

社

兵庫県神戸市

北区山田町小

部高橋７－１

あさひサンヴ

ィレッジ二軒

茶屋

２８７５００３９１１

サービス

種類

指定年月日指定申請者の

所在地

指定申請者の

名称

事業所等の

所在地

事業所等の

名称

介護保険

事業所番号

介護予防訪

問サービス

令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

二丁目３番６

号メゾンユニ

ベール２０２

合同会社

REATHICS 

JAPAN

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

二丁目３番６

号メゾンユニ

ベール２０２

ケアステーシ

ョン　ぴすた

ちお

２８７０５０３６００

生活支援訪

問サービス

令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

二丁目３番６

号メゾンユニ

ベール２０２

合同会社

REATHICS 

JAPAN

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

二丁目３番６

号メゾンユニ

ベール２０２

ケアステーシ

ョン　ぴすた

ちお

２８７０５０３６００

介護予防訪

問サービス

令和２年

９月１日

東京都千代田

区神田駿河台

二丁目９番地

株式会社ニチ

イ学館

兵庫県神戸市

兵庫区出在家

町１丁目２－

５丸西中之島

ビル２０７号室

ニチイケアセ

ンター兵庫み

さき

２８７０５０３６１８

介護予防訪

問サービス

令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

兵庫区荒田町

一丁目１６番２

号湊川センタ

ービル３階

合同会社あさ

ひ

兵庫県神戸市

兵庫区荒田町

一丁目１６番２

号湊川センタ

ービル３階

ケアサービス

あさひ

２８７０５０３６２６



―――――――――――――――――

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８３６

生活支援訪

問サービス

令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

兵庫区荒田町

一丁目１６番２

号湊川センタ

ービル３階

合同会社あさ

ひ

兵庫県神戸市

兵庫区荒田町

一丁目１６番２

号湊川センタ

ービル３階

ケアサービス

あさひ

２８７０５０３６２６

介護予防訪

問サービス

令和２年

９月１日

神奈川県相模

原市南区相武

台団地二丁目

２番２－４７号

合同会社咲良兵庫県神戸市

兵庫区三川口

町３丁目５－

２４アリストビ

ル５０１

すてーしょん

　さくら

２８７０５０３６３４

生活支援訪

問サービス

令和２年

９月１日

神奈川県相模

原市南区相武

台団地二丁目

２番２－４７号

合同会社咲良兵庫県神戸市

兵庫区三川口

町３丁目５－

２４アリストビ

ル５０１

すてーしょん

　さくら

２８７０５０３６３４

介護予防訪

問サービス

令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

長田区西代通

四丁目１番４

号１階

株式会社

ANGE　KOBE

兵庫県神戸市

長田区西代通

四丁目１番４

号１階

安寿訪問介護

事業所

２８７０６０３４３４

生活支援訪

問サービス

令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

長田区西代通

四丁目１番４

号１階

株式会社

ANGE　KOBE

兵庫県神戸市

長田区西代通

四丁目１番４

号１階

安寿訪問介護

事業所

２８７０６０３４３４

介護予防訪

問サービス

令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

北区鈴蘭台南

町三丁目１１番

１１号

あさひケアサ

ービス株式会

社

兵庫県神戸市

北区山田町小

部字広苅２０番

１

あさひサンヴ

ィレッジ鈴蘭

台東

２８７５００３９０３

生活支援訪

問サービス

令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

北区鈴蘭台南

町三丁目１１番

１１号

あさひケアサ

ービス株式会

社

兵庫県神戸市

北区山田町小

部字広苅２０番

１

あさひサンヴ

ィレッジ鈴蘭

台東

２８７５００３９０３

介護予防訪

問サービス

令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

北区鈴蘭台南

町三丁目１１番

１１号

あさひケアサ

ービス株式会

社

兵庫県神戸市

北区山田町小

部高橋７－１

あさひサンヴ

ィレッジ二軒

茶屋

２８７５００３９１１

生活支援訪

問サービス

令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

北区鈴蘭台南

町三丁目１１番

１１号

あさひケアサ

ービス株式会

社

兵庫県神戸市

北区山田町小

部高橋７－１

あさひサンヴ

ィレッジ二軒

茶屋

２８７５００３９１１

介護予防通

所サービス

令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

北区谷上東町

１７番１８号

株式会社

ラビットサン

兵庫県神戸市

北区谷上東町

１７番１８号

リハビリデイ

　ラビットサ

ン

２８９５０００４４２



２８３７

神戸市告示第４６９号

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

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

　　令和２年１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第４７０号

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

並びに第１１５条の５第２項の規定に基づいて事業を廃止する旨の届出があったため，同法第７８

条第２号及び第８５条第２号並びに第１１５条の１０第２号の規定により告示する。

　　令和２年１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

サービス

種類

指定年月日指定申請者

の所在地

指定申請者

の名称

事業所等

の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

介護予防認

知症対応型

通所介護

令和２年

９月１日

東京都港区港

南１丁目７番

１８号

株式会社ソラ

スト

兵庫県神戸市

長田区雲雀ケ

丘１丁目２－

５

認知症対応型

デイサービス

　ソラストひ

ばりが丘

２８９０６００２７９

認知症対応

型通所介護

令和２年

９月１日

東京都港区港

南１丁目７番

１８号

株式会社ソラ

スト

兵庫県神戸市

長田区雲雀ケ

丘１丁目２－

５

認知症対応型

デイサービス

　ソラストひ

ばりが丘

２８９０６００２７９

地域密着型

通所介護

令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

北区谷上東町

１７番１８号

株式会社

ラビットサン

兵庫県神戸市

北区谷上東町

１７番１８号

リハビリデイ

　ラビットサ

ン

２８９５０００４４２

サービスの

種類

廃止・辞退

の年月日

事業者の主た

る事務所の所

在地

事業者の名称事業所等の

所在地

事業所等の

名称

介護保険

事業所番号

居宅介護支

援

令和２年

８月３１日

東京都千代田

区神田駿河台

２－９

株式会社ニチ

イ学館

兵庫県神戸市

東灘区森南町

１－１３－４　

甲南山手岡本

ビル２Ｆ

ニチイケアセ

ンター甲南山

手

２８７０１００４１５

通所介護令和２年

８月３１日

兵庫県神戸市

東灘区向洋町

中１丁目９番

地

株式会社ＤＡ

Ｍ

兵庫県神戸市

東灘区御影本

町８丁目１－

８

御影デイサー

ビスセンター

リハ・ステッ

プ

２８７０１０２００７

居宅介護支

援

令和２年

８月３１日

東京都千代田

区神田駿河台

２－９

株式会社ニチ

イ学館

兵庫県神戸市

東灘区御影中

町３－１－１９

第二宝盛ビル

ニチイケアセ

ンター御影中

町

２８７０１０２０３１



　  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４７１号

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

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

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

　　令和２年１０月１３日

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８３８

３Ｆ

居宅介護支

援

令和２年

８月３１日

東京都千代田

区神田駿河台

２－９

株式会社ニチ

イ学館

兵庫県神戸市

灘区岸地通５

－２－１３－

２０１

ニチイケアセ

ンター東神戸

２８７０２０１０４９

居宅介護支

援

令和２年

８月３１日

東京都千代田

区神田駿河台

２－９

株式会社ニチ

イ学館

兵庫県神戸市

兵庫区水木通

２丁目２－２５

水木通マンシ

ョン１階

ニチイケアセ

ンター湊川

２８７０５００４６５

介護予防福

祉用具貸与

令和２年

８月３１日

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

５丁目２－２２

シーナ神戸大

開ビル

株式会社シー

ナ

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

５丁目２－２２

シーナ神戸大

開ビル

アーチ福祉用

具貸与

２８７０５０２７４３

特定介護予

防福祉用具

販売

令和２年

８月３１日

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

５丁目２－２２

シーナ神戸大

開ビル

株式会社シー

ナ

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

５丁目２－２２

シーナ神戸大

開ビル

アーチ福祉用

具貸与

２８７０５０２７４３

特定福祉用

具販売

令和２年

８月３１日

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

５丁目２－２２

シーナ神戸大

開ビル

株式会社シー

ナ

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

５丁目２－２２

シーナ神戸大

開ビル

アーチ福祉用

具貸与

２８７０５０２７４３

福祉用具貸

与

令和２年

８月３１日

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

５丁目２－２２

シーナ神戸大

開ビル

株式会社シー

ナ

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

５丁目２－２２

シーナ神戸大

開ビル

アーチ福祉用

具貸与

２８７０５０２７４３

居宅介護支

援

令和２年

８月３１日

東京都千代田

区神田駿河台

２－９

株式会社ニチ

イ学館

兵庫県神戸市

長田区長田町

８－１－９

ニチイケアセ

ンター長田

２８７０６０２０１４

居宅介護支

援

令和２年

８月３１日

東京都千代田

区神田駿河台

２－９

株式会社ニチ

イ学館

兵庫県神戸市

中央区多聞通

４－１－３中

山ビル３Ｆ

ニチイケアセ

ンター神戸駅

前

２８７５１００９７２



２８３９

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第４７２号  

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び第１１５条の

１５第２項の規定に基づいて事業を廃止する旨の届出があったため，同法第７８条の１１第２号及び

第１１５条の２０第２号の規定により告示する。

　　令和２年１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

サービスの

種類

廃止・辞退

の年月日

事業者の主た

る事務所の所

在地

事業者の名称事業所等の

所在地

事業所等の

名称

介護保険

事業所番号

介護予防通

所サービス

令和２年

８月３１日

兵庫県神戸市

東灘区向洋町

中１丁目９番

地

株式会社ＤＡ

Ｍ

兵庫県神戸市

東灘区御影本

町８丁目１－

８

御影デイサー

ビスセンター

リハ・ステッ

プ

２８７０１０２００７

介護予防通

所サービス

令和２年

８月３１日

兵庫県神戸市

北区谷上東町

１７－１８

株式会社エー

ツーコーポレ

ーション

兵庫県神戸市

北区谷上東町

１７番１８号

ラビット谷上

リハビリ型デ

イサービス

２８７５００３０４４

サービスの

種類

廃止・辞退

の年月日

事業者の主た

る事務所の所

在地

事業者の名称事業所等の

所在地

事業所等の

名称

介護保険

事業所番号

地域密着型

通所介護

令和２年

８月３１日

兵庫県神戸市

北区谷上東町

１７－１８

株式会社エー

ツーコーポ

レーション

兵庫県神戸市

北区谷上東町

１７番１８号

ラビット谷上

リハビリ型デ

イサービス

２８７５００３０４４

介護予防認

知症対応型

通所介護

令和２年

８月３１日

兵庫県神戸市

西区北別府５

丁目３１番４

有限会社シリ

ウス

兵庫県神戸市

西区北別府５

丁目３１－４

ディサービス

レラティブ別

府

２８９５２０００１８

認知症対応

型通所介護

令和２年

８月３１日

兵庫県神戸市

西区北別府５

丁目３１番４

有限会社シリ

ウス

兵庫県神戸市

西区北別府５

丁目３１－４

ディサービス

レラティブ別

府

２８９５２０００１８

地域密着型

通所介護

令和２年

８月３１日

東京都目黒区

大橋２丁目２４

－３

株式会社やさ

しい手

兵庫県神戸市

西区大津和３

丁目６－４　

シャルマンデ

ィアントス

１階１０１号

療養通所介護

かえりえ伊川

谷

２８９５２００２７３



神戸市告示第４７３号

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

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

る。

　　令和２年１０月１３日　

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８４０

サービス

種類

指定年月日指定申請者

の所在地

指定申請者

の名称

事業所等

の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

居宅介護令和２年

９月１日

東京都千代田

区神田駿河台

二丁目９番地

株式会社ニチ

イ学館

兵庫県神戸市

兵庫区出在家

町１丁目２－

５丸西中之島

ビル２０７号室

ニチイケアセ

ンター兵庫み

さき

２８１０５０１５６５

重度訪問介

護

令和２年

９月１日

東京都千代田

区神田駿河台

二丁目９番地

株式会社ニチ

イ学館

兵庫県神戸市

兵庫区出在家

町１丁目２－

５丸西中之島

ビル２０７号室

ニチイケアセ

ンター兵庫み

さき

２８１０５０１５６５

居宅介護令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

二丁目３番６

号　メゾンユ

ニベール２０２

合同会社

ＲＥＡＴＨＩ

ＣＳ　ＪＡＰ

ＡＮ

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

二丁目３番６

号メゾンユニ

ベール２０２

ケアステーシ

ョン　ぴすた

ちお

２８１０５０１５７３

重度訪問介

護

令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

二丁目３番６

号　メゾンユ

ニベール２０２

合同会社

ＲＥＡＴＨＩ

ＣＳ　ＪＡＰ

ＡＮ

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

二丁目３番６

号メゾンユニ

ベール２０２

ケアステーシ

ョン　ぴすた

ちお

２８１０５０１５７３

同行援護令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

二丁目３番６

号　メゾンユ

ニベール２０２

合同会社

ＲＥＡＴＨＩ

ＣＳ　ＪＡＰ

ＡＮ

兵庫県神戸市

兵庫区大開通

二丁目３番６

号メゾンユニ

ベール２０２

ケアステーシ

ョン　ぴすた

ちお

２８１０５０１５７３

居宅介護令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

兵庫区荒田町

一丁目１６番２

号湊 川セン

タービル３階

合同会社あさ

ひ

兵庫県神戸市

兵庫区荒田町

一丁目１６番２

号湊川センタ

ービル３階

ケアサービス

あさひ

２８１０５０１５８１

重度訪問介

護

令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

兵庫区荒田町

一丁目１６番２

号湊 川セン

タービル３階

合同会社あさ

ひ

兵庫県神戸市

兵庫区荒田町

一丁目１６番２

号湊川センタ

ービル３階

ケアサービス

あさひ

２８１０５０１５８１

同行援護令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

長田区六番町

株式会社

Ｌ＆Ｍ

兵庫県神戸市

長田区六番町

ケアサービス

　プレシア

２８１０６０１８１１



２８４１

―――――――――――――――――

神戸市告示第４７４号

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

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

法第５１条第２号の規定により告示する。

　　令和２年１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４７５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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

八丁目１－１

テスラ長田

２０１

八丁目１－１

テスラ長田

２０１

同行援護令和２年

９月１日

兵庫県神戸市

垂水区名谷町

３４２５番地の３

－２０２号

合同会社

Ｒａｙ　ｏｆ

　Ｈｏｐｅ

兵庫県神戸市

垂水区名谷町

３４２５番地の３

－２０２号

ケアサービス

おれんじぺこ

２８１０８０１５２８

サービスの

種類

廃止の

年月日

事業者の主た

る事務所の

所在地

事業者の名称事業所等の

所在地

事業所等の

名称

事業所番号

同行援護令和２年

８月３１日

東京都千代田

区神田駿河台

２丁目９

株式会社ニチ

イ学館

兵庫県神戸市

長田区大橋町

２－１－１５

ニチイケアセ

ンター新長田

２８１０６００８２１

指定年月日所在地名称

令和２年７月１日神戸市垂水区学が丘７丁目１番３０号たかのこどもクリニック

令和２年７月１日神戸市垂水区小束台８６８番地の１１３５フタツカ薬局　小束台

令和２年７月１日神戸市垂水区学が丘７丁目１番３２号フタツカ薬局　東多聞台

令和２年７月１日神戸市東灘区岡本２丁目１１番２１号　クラシ訪問看護ステーション

令和２年７月１日神戸市北区有野台２丁目１番１６号訪問看護ステーションはなみずき



―――――――――――――――――

神戸市告示第４７６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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

   

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第４７７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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４７８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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

はりきゅう師

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８４２

廃止年月日所在地名称

令和２年６月３０日神戸市須磨区妙法寺字界地８２番地の２高石内科クリニック

平成３０年３月３１日神戸市北区山田町下谷上字池ノ内２医療法人社団信成会林医院

休止年月日所在地名称

令和２年７月８日神戸市北区唐櫃台２丁目２２番７号河津外科胃腸科医院

令和２年４月３０日神戸市垂水区本多聞２丁目１２番地２０多聞歯科クリニック

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称



２８４３

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４７９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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第４８０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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９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

居宅介護支援令和２年

７月１日

神戸市中央区生

田町３丁目３番

１９号

有限会社　ア

スカケアライ

フ

神戸市中央区生

田町３丁目３番

１９号

居宅介護支援

事業所　アス

カケアライフ

平成３１年４月１日神戸市兵庫区松本通５丁目１番１号冨田　達也かとう鍼灸院

令和２年７月１０日神戸市灘区岩屋北町５丁目２番３１号堀内　完治株式会社　完治

令和２年７月５日神戸市垂水区塩屋町９丁目１８番１号坂口　裕二坂口はり灸院

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　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

６月１日

神戸市須磨区平

田町５丁目１２番

１２号

合同会社東洋（新）神戸市須

磨区平田町５丁

目１２番１２号

（旧）神戸市垂

水区霞ケ丘７丁

目７番２０号

トライアング

ル訪問介護サ

ービスセンタ

ー

短期入所生活介護令和２年神戸市西区平野社会福祉法人神戸市西区平野（新）特別養



　  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４８１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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８４４

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　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　

７月８日

神戸市北区唐櫃

台２丁目２２番７

号

河津　祐則神戸市北区唐櫃

台２丁目２２番７

号

河津外科胃腸

科医院

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３０日

神戸市西区糀台

５丁目９番地の

４

医療法人社団

ミドリ会

神戸市垂水区本

多聞２丁目１２番

地２０

多聞歯科クリ

ニック

居宅介護支援令和２年

７月１０日

神戸市中央区八

幡通３丁目１番

１４号

コウダイケア

サービス株式

会社

神戸市兵庫区荒

田町２丁目２０番

１１０５号

コウダイケア

サービス兵庫

居宅介護支援

事業所

居宅介護支援令和元年神戸市垂水区霞合同会社東祥神戸市垂水区霞トライアング

介護予防短期入所生

活介護　介護老人福

祉施設

６月１日町印路８８７番地

の８

神戸日の出会町印路８８７番地

の８

護老人ホーム

サンホーム神

戸西

（旧）特別養

護老人ホーム

西神戸エルダ

ーハウス



２８４５

―――――――――――――――――

神戸市告示第４８２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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第４８３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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

指定年月日所在地名称

令和２年６月１日神戸市東灘区田中町１丁目２番１２号マツオカそらいろクリニック

令和２年７月１日神戸市須磨区妙法寺字界地８２番地の２丸山内科クリニック

令和２年７月１日神戸市垂水区小束台８６８番地の３７
社会医療法人社団　順心会　順心

神戸病院

令和２年７月１日神戸市北区有野台７丁目４番５号二見クリニック

１０月１日ケ丘７丁目７番

２０号

ケ丘７丁目７番

２０号

ル居宅介護支

援センター

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

６月３０日

神戸市中央区生

田町３丁目３番

１９号

有限会社アス

カケアライフ

神戸市中央区生

田町３丁目３番

１９号

訪問看護ステ

ーション　ア

スカケアライ

フ

通所介護　介護予防

通所介護

令和２年

４月３０日

神戸市西区伊川

谷町有瀬１４番２１

号

株式会社ａｍ

ｂｉｔｉｏｎ

神戸市西区伊川

谷町有瀬１４番２１

号

リハトレセン

ター　エヴァ

ー



―――――――――――――――――

神戸市告示第４８４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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第４８５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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８４６

令和２年６月２１日神戸市中央区楠町５丁目１番１３号はやし女性クリニック

令和２年７月１日神戸市灘区六甲町５丁目３番１３号フジイデンタルクリニック

令和２年８月１日神戸市北区若葉台４丁目１番１０号さら薬局　北鈴蘭台駅前店

令和２年７月１日神戸市中央区三宮町２丁目１１番１号アルファ薬局三宮店

令和２年７月１日神戸市中央区元町通５丁目７番２６号合名会社中村薬局

令和２年６月２３日神戸市灘区新在家南町４丁目１１番１０号愛のき訪問看護ステーション

令和２年６月１日神戸市須磨区若木町２丁目３番９号凌駕さくら訪問看護ステーション

令和２年７月１日神戸市垂水区小束台８６８番３７号
社会医療法人社団順心会　順心会

訪問看護ステーション学園都市

令和２年７月１日神戸市中央区宮本通３丁目１番３０号
訪問看護ステーション　アスカケ

アライフ

変更年月日所在地名称

令和２年７月１日神戸市東灘区深江本町３丁目８番２２号

（新）創生会クリニック

（旧）博心会クリニック

廃止年月日所在地名称



２８４７

―――――――――――――――――

神戸市告示第４８６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１０月１３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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

令和２年５月３１日神戸市東灘区田中町１丁目２番１２号　マツオカそらいろクリニック

令和２年６月３０日神戸市兵庫区菊水町５丁目２番３号
一般財団法人神戸マリナーズ厚生

会由井病院

令和２年６月３０日神戸市垂水区美山台３丁目１８番１２号
社会医療法人社団順心会　大澤病

院

令和２年６月３０日神戸市北区有野台７丁目４番５号市川内科医院

平成３１年４月８日神戸市中央区吾妻通６丁目１番２号横山医院

令和２年７月３１日神戸市中央区元町通１丁目１０番１１号カトウ耳鼻咽喉科

令和２年６月２０日神戸市中央区楠町５丁目１番１３号はやし女性クリニック

令和２年７月１日神戸市長田区五番町３丁目１０番３２号ワカバ薬局

令和２年６月３０日神戸市中央区三宮町２丁目１１番１号　アルファ薬局三宮店

令和２年６月３０日神戸市中央区元町通４丁目６番１２号合名会社中村薬局

令和２年６月２２日神戸市灘区鹿ノ下通２丁目２番１０号愛のき訪問看護ステーション

令和２年６月３０日神戸市中央区生田町３丁目３番１９号
訪問看護ステーション　アスカケ

アライフ

令和２年６月３０日神戸市西区学園東町３丁目１番１号
順心会訪問看護ステーション学園

都市

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７月１日神戸市中央区布引町４丁目２番６号永藤　翔太郎
はり灸・整骨治療院Ｈ

ｅａｒｔ

令和２年６月１日神戸市北区鈴蘭台北町１丁目４番６号山元　貴宏
ナチュラルケア鍼灸整

骨院

令和２年８月１日神戸市長田区五番町８丁目１番３１号栗田　茂輝栗田鍼灸接骨院



３　はりきゅう師

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第４８７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項の規定に

より，当該指定を受けた施術者の開設している施術所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１０月１３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

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８４８

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７月１０日神戸市東灘区甲南町３丁目２番２号藤井　カンナ
ｉｋｏｉ鍼灸マッサー

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７月１日神戸市西区伊川谷町有瀬９４３番地の１伊藤　史章鍼灸マッサージきらり

令和２年７月１日神戸市垂水区向陽２丁目６番１８号宮城　泰卓ＨＰＨマッサージ

令和２年７月１０日神戸市東灘区甲南町３丁目２番２号藤井　カンナ
ｉｋｏｉ鍼灸マッサー

ジ院

令和２年５月２７日神戸市須磨区高倉台４丁目２番３号宮崎　もと子ｍｏｃｏはり灸院

令和２年８月１日神戸市長田区五番町８丁目１番３１号栗田　茂輝栗田鍼灸接骨院

変更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２月１日神戸市長田区御屋敷通６丁目４番７号卞　昭充

（新）からだ元気治療

院　兵庫店

（旧）からだ元気治療

院　長田店

令和２年２月１日神戸市長田区御屋敷通６丁目４番７号中本　真暢（新）からだ元気治療

変更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２月１日神戸市長田区御屋敷通６丁目４番７号中本　真暢

（新）からだ元気治療

院　兵庫店

（旧）からだ元気治療

院　長田店
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―――――――――――――――――

神戸市告示第４９０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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８５０

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

７月１日

神戸市東灘区深

江本町３丁目８

番２２号

医療法人社団

創生会

神戸市東灘区深

江本町３丁目８

番２２号

（新）創生会

クリニック

（旧）博心会

クリニック

居宅介護支援令和２年

６月２３日

神戸市灘区新在

家南町４丁目１１

番１０号

有限会社梅河

　

（新）神戸市灘

区新在家南町４

丁目１１番１０号

（旧）神戸市灘

区大内通２丁目

愛のきケアプ

ランセンター

護ステーショ

ン学園都市

訪問介護　訪問看護

　介護予防訪問看護

令和２年

７月１日

神戸市中央区生

田町３丁目３番

１９号

有限会社アス

カケアライフ

神戸市中央区宮

本通３丁目１番

３０号

訪問看護ステ

ーション　

アスカケアラ

イフ

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

６月２３日

神戸市灘区新在

家南町４丁目１１

番１０号

有限会社梅河神戸市灘区新在

家南町４丁目１１

番１０号

愛のき

居宅介護支援令和２年

７月１日

兵庫県加古川市

別府町　別府

８６５番の１

社会医療法人

社団　順心会

神戸市垂水区小

束台８６８番地の

３７

順心会居宅介

護支援センタ

ー学園都市



２８５１

　  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４９１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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

　

―――――――――――――――――

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

１番５号

居宅介護支援令和２年

６月１日

神戸市垂水区霞

ケ丘７丁目７番

２０号

合同会社東祥（新）神戸市須

磨区平田町５丁

目１２番１２号

（旧）神戸市垂

水区霞ケ丘７丁

目７番２０号

トライアング

ル居宅介護支

援センター

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　居宅介護

支援

令和２年

６月２２日

神戸市灘区鹿ノ

下通２丁目２番

１０号

有限会社梅河神戸市灘区鹿ノ

下通２丁目２番

１０号

愛のき訪問看

護ステーショ

ン

訪問介護　訪問看護

　介護予防訪問介護

　介護予防訪問看護

　居宅介護支援

令和２年

６月３０日

神戸市中央区生

田町３丁目３番

１９号

有限会社アス

カケアライフ

神戸市中央区生

田町３丁目３番

１９号

訪問看護ステ

ーション　

アスカケアラ

イフ

訪問看護　介護予防

訪問看護

令和２年

６月３０日

兵庫県加古川市

別府町　別府

８６５番の１

社会医療法人

社団順心会

神戸市西区学園

東町３丁目１番

１号

順心会訪問看

護ステーショ

ン学園都市

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

６月２２日

神戸市東灘区御

影本町２丁目

有限会社梅河神戸市灘区鹿ノ

下通２丁目２番

１０号

愛のき

居宅介護支援令和２年

６月３０日

兵庫県加古川市

別府町　別府

８６５番の１

社会医療法人

社団　順心会

神戸市西区学園

東町３丁目１番

１号

順心会居宅介

護支援センタ

ー学園都市



神戸市告示第４９２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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第４９３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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４９４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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８５２

指定年月日所在地名称

令和２年７月１日神戸市須磨区月見山本町２丁目５番７号
有限会社ハイ・メディック　アプ

リ・エール調剤薬局

変更年月日所在地名称

令和２年４月１日神戸市東灘区向洋町中２丁目１１番地

（新）公益財団法人甲南会六甲ア

イランド甲南病院

（旧）一般財団法人甲南会六甲ア

イランド甲南病院

令和２年７月１日神戸市須磨区妙法寺字辻２９８番１１号

（新）みどり薬局妙法寺店

（旧）妙法寺中央薬局



２８５３

―――――――――――――――――

神戸市告示第４９５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１０月１３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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

廃止年月日所在地名称

令和２年７月１８日神戸市中央区花隈町３３番２６号村井歯科医院

令和２年６月３０日神戸市須磨区月見山本町２丁目５番７号
有限会社ハイ・メディック　アプ

リ・エール調剤薬局

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７月２９日神戸市北区緑町１丁目６番１号片岡　英二やまのまち接骨院

令和２年７月２９日神戸市北区緑町１丁目６番１号山道　雅生やまのまち接骨院

令和２年７月２９日神戸市北区緑町１丁目６番１号森本　瑠美子やまのまち接骨院

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７月２７日神戸市北区藤原台南町４丁目１１番１号中野　博貴なかの整骨院

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７月２９日神戸市北区緑町１丁目６番１号片岡　英二やまのまち接骨院

令和２年７月２９日神戸市北区緑町１丁目６番１号山道　雅生やまのまち接骨院

令和２年７月２９日神戸市北区緑町１丁目６番１号森本　瑠美子やまのまち接骨院

令和２年７月１日神戸市中央区脇浜町３丁目５番１０号橋本　憲
鍼灸・マッサージきら

り神戸院

令和２年８月３日神戸市長田区大谷町３丁目１番４１号竹内　義隆あるーく治療院



神戸市告示第４９６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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

 

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第４９７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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８５４

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

通所介護平成２９年

４月１日

神戸市垂水区星

が丘１丁目１番

３１号

株式会社リエ

ゾン

神戸市垂水区名

谷町字中坊６０番

１０号

株式会社リエ

ゾン

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

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

神戸市東灘区向

洋町中２丁目１１

番地

（新）公益財団

法人甲南会六甲

アイランド甲南

病院

（旧）一般財団

法人甲南会六甲

アイランド甲南

病院

居宅療養管理指導

　介護予防居宅療

養管理指導

令和２年

７月１日

大阪府吹田市春

日３丁目２０番８

号

グリーンファ

ーマシー株式

会社

神戸市須磨区妙

法寺字辻２９８番

地の１１

（新）みどり薬

局妙法寺店

（旧）妙法寺中

央薬局

居宅介護支援令和２年

７月１日

神戸市兵庫区下

沢通７丁目２番

株式会社Ｇｒ

ｅｅｎＡｐｐ

神戸市兵庫区下

沢通７丁目２番

（新）グリーン

アップルＰＬＡ



２８５５

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４９８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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

２６号ｌｅ２６号ＮＮＩＮＧ

（旧）グリーン

アップルケア

居宅介護支援令和２年

６月１日

神戸市西区平野

町　印路

社会福祉法人

有隣会指定居

宅介護支援事

業所西神戸エ

ルダーハウス

神戸市西区平野

町　印路８８７番

地の８

（新）指定居宅

介護支援事業所

　サンホーム神

戸西

（旧）指定居宅

介護支援事業所

西神戸エルダー

ハウス

通所介護　介護予

防通所介護　介護

予防通所サービス

令和２年

６月１日

神戸市西区平野

町　印路

社会福祉法人

有隣会

神戸市西区平野

町　印路８８７番

地の８

（新）デイサー

ビスセンター　

サンホーム神戸

西

（旧）デイサー

ビスセンター西

神戸エルダース

クエアー

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

通所介護　介護予

防通所介護

平成２９年

３月３１日

神戸市垂水区星

が丘１丁目１番

３１号

株式会社リエ

ゾン

神戸市垂水区城

が山２丁目１番

７号

株式会社リエゾ

ン



神戸市告示第４９９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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第５００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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

 　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第５０１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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８５６

指定年月日所在地名称

令和２年８月１日神戸市須磨区大黒町１丁目２番９号にしき歯科

令和２年８月１日神戸市兵庫区荒田町４丁目１４番２号エール薬局荒田町店

令和２年８月１日神戸市垂水区舞子坂３丁目１６番１２号ウェル薬局

令和２年８月１日神戸市垂水区東舞子町９番地の９クスモト薬局舞子

令和２年８月１日神戸市中央区中山手通３丁目１４番６号エール薬局　中山手通店

辞退年月日所在地名称

令和２年８月３１日神戸市兵庫区夢野町３丁目１３番１３号今井内科医院

廃止年月日所在地名称



２８５７

―――――――――――――――――

神戸市告示第５０２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１０月１３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

―――――――――――――――――

神戸市告示第５０３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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９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

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

令和２年８月３１日神戸市灘区泉通６丁目２番１６号さくら堂薬局

令和２年７月３１日神戸市兵庫区荒田町４丁目４番１４号エール薬局荒田町店

令和２年７月３１日神戸市垂水区舞子坂３丁目１６番１２号ウェル薬局

令和２年７月３１日神戸市垂水区東舞子町９番地の９クスモト薬局舞子

令和２年７月３１日神戸市中央区中山手通３丁目１４番６号エール薬局　中山手通店

令和２年７月３１日神戸市北区唐櫃台４丁目３９番１号介護老人保健施設カトレア六甲

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７月１日神戸市中央区布引町４丁目２番６号　永藤　翔太朗
はり灸・整骨治療院Ｈ

ｅａｒｔ

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８月１日神戸市北区日の峰５丁目１０番地横山　榮璋
マッサージ院・たんぽ

ぽ



―――――――――――――――――

神戸市告示第５０４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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第５０５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項の指

定の辞退があったので，生活保護法第５５条の２の規定により告示する。

　　令和２年１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８５８

在地所在地所の名称

訪問介護令和２年

８月１日

神戸市東灘区西

岡本２丁目２６番

１号

有限会社山陽

メディカル

神戸市中央区国

香通５丁目２番

３０号　

有限会社山陽

メディカル　

山陽ケアセン

ター神戸

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

７月１日

神戸市兵庫区下

沢通７丁目２番

２６号

株式会社Ｇｒ

ｅｅｎＡｐｐ

ｌｅ

（新）神戸市兵

庫区上沢通７丁

目１番２号

（旧）神戸市兵

庫区下沢通７丁

目２番２６号

グリーンアッ

プルＰＬＡＮ

ＮＩＮＧ

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

令和２年

８月３１日

神戸市北区星和

台１丁目１２番３９

号

今井　康雄神戸市兵庫区夢

野町３丁目１３番

１３号

今井内科医院



２８５９

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第５０６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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

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

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　

介護予防居宅療養管

理指導

令和２年

８月３１日

神戸市垂水区東

舞子町１４番３号

有限 会社医

療・介護研究

会

神戸市灘区泉通

６丁目２番１６号

さくら堂薬局

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和２年

７月３１日

福島県郡山市桑

野３丁目１１番７

号

株式会社アイ

ファーマシー

神戸市兵庫区荒

田町４丁目４番

１４号

エール薬局荒

田町店

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和２年

７月３１日

福島県郡山市桑

野３丁目１１番７

号

株式会社　ア

イファーマ

シー

神戸市中央区中

山手通３丁目１４

番６号

エール薬局　

中山手通店

通所リハビリテー

ション　短期入所療

養介護　介護予防通

所リハビリテーショ

ン　介護予防短期入

所療養介護　介護老

人保健施設

令和２年

７月３１日

兵庫県三木市大

村８７１番地の３

医療法人社団

修和会

神戸市北区唐櫃

台４丁目３９番１

号

介護老人保健

施設カトレア

六甲

居宅介護支援令和２年

８月３１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

神戸市灘区岸地

通５丁目２番１３

号　

ニチイケアセ

ンター東神戸

居宅介護支援令和２年

７月３１日

神戸市兵庫区下

沢通８丁目２番

２０号

株式 会社愛

ホームサービ

ス

神戸市兵庫区下

沢通８丁目２番

２０号

株式 会社愛

ホームサービ

ス

居宅介護支援令和２年

８月３１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



  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第５０７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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第５０８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

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８６０

居宅介護支援令和２年

７月３１日

神戸市兵庫区下

沢通８丁目２番

２０号

株式会社愛

ホームサービ

ス

神戸市兵庫区下

沢通８丁目２番

２０号

株式会社愛

ホームサービ

ス

居宅介護支援令和２年

８月３１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

訪問介護　介護予防

訪問介護

令和２年

７月３１日

神戸市兵庫区下

沢通８丁目２番

２０号

株式会社愛

ホームサービ

ス

神戸市兵庫区下

沢通８丁目２番

２０号

株式会社愛

ホームサービ

ス

居宅介護支援令和２年

８月３１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

神戸市長田区長

田町８丁目１番

９号

ニチイケアセ

ンター長田

居宅介護支援令和２年

８月３１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

神戸市中央区多

聞通４丁目１番

３号

ニチイケアセ

ンター神戸駅

前

訪問介護　介護予防

訪問介護

令和２年

７月３１日

神戸市中央区神

若通４丁目２番

１５号

有限会社山陽

メディカル

神戸市中央区神

若通４丁目２番

１５号

有限会社山陽

メディカル山

陽ケアセンタ

ー神戸

指定年月日所在地名称

令和２年９月１日神戸市兵庫区荒田町３丁目４７番１号あらた診療所

令和２年６月１日神戸市東灘区青木５丁目４番１２号医療法人社団にい歯科・矯正歯科

令和２年９月１日神戸市灘区桜ケ丘町８番３号ブライト薬局

令和２年９月１日神戸市垂水区神陵台３丁目２番１号ツクイ神戸訪問看護ステーション



２８６１

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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第５０９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１０月１３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５１０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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９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９月１日神戸市灘区船寺通１丁目４番１号小山　裕三こやま接骨院

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

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年神戸市垂水区北有限会社ワイ神戸市垂水区北介護ステーシ

廃止年月日所在地名称

令和２年８月１９日神戸市長田区大塚町３丁目１番１６号藤山クリニック

令和２年５月３１日神戸市東灘区青木５丁目４番１２号にい歯科・矯正歯科

令和２年６月３０日神戸市垂水区本多聞２丁目１２番地多聞歯科クリニック

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８月３１日神戸市灘区永手町４丁目２番１号吉良　靖ニコ鍼灸院



―――――――――――――――――

神戸市告示第５１１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１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８６２

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　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

８月１９日

神戸市須磨区高

倉台８丁目２２番

１６号

吉田　邁神戸市長田区大

塚町３丁目１番

１６号

藤山クリニッ

ク

居宅介護支援令和２年

８月３１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

神戸市東灘区森

南町１丁目１３番

４号

ニチイケアセ

ンター甲南山

手

居宅介護支援令和２年

８月３１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

神戸市東灘区御

影中町３丁目１

番１９号

ニチイケアセ

ンター御影中

町

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

８月３１日

神戸市中央区伊

藤町１１９番地

株式会社シー

ナ

神戸市兵庫区大

開通５丁目２番

２２号

アーチ福祉用

具貸与

訪問介護　介護予防

訪問介護

令和２年

６月７日

神戸市垂水区千

鳥が丘１丁目

（有）ワイズ

ケア

神戸市垂水区千

鳥が丘１丁目３

番１５号

介護ステーシ

ョンもみの木

訪問介護　介護予防

訪問介護　居宅介護

支援

令和２年

８月３１日

神戸市西区宮下

２丁目

有限会社夢創

工房

神戸市西区宮下

２丁目６番２０号

なぎさ居宅サ

ービス

認知症対応型通所介令和２年神戸市西区北別有限会社シリ神戸市西区北別デイサービス

６月８日舞子４丁目１０番

２５号

ズケア舞子４丁目１０番

２５号

ョンもみの木

居宅介護支援令和２年

９月１日

神戸市西区宮下

２丁目８番１４号

有限会社夢創

工房

神戸市西区宮下

２丁目８番１４号

なぎさ居宅サ

ービス



２８６３

     

―――――――――――――――――

神戸市告示第５１２号

　令和２年第２回定例市会で令和２年９月２８日議決された令和２年度神戸市各会計補正予算は，

次のとおりである。

　　令和２年１０月１３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造

令和２年度神戸市一般会計補正予算

　令和２年度神戸市一般会計補正予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，２３２，３５３千円を追加し，歳入歳出予算の総

　額を歳入歳出それぞれ１，０２４，９２２，５８１千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

　金額は，「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条　地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経

　費は，「第２表　繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第３条　債務負担行為の変更は，「第３表　債務負担行為補正」による。

（市債の補正）

第４条　市債の変更は，「第４表　市債補正」による。

 

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

護　介護予防認知症

対応型通所介護

８月３１日府５丁目３１番４

号

ウス府５丁目３１番４

号

レラティブ別

府
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  25,055,000  15,400  25,070,400  

   9,294,491  15,400  9,309,891  

          

  22,497,000  15,400  22,512,400  

   20,235,729  15,400  20,251,129  
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  公     告  

神戸市公告第６００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９月２５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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８７０

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３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

その他

須磨浦公園便所改築他工事工 事 名

神戸市須磨区一ノ谷町５丁目（須磨浦公園内）工事場所

令和３年３月１９日完成期限

公衆便所新築工事，既設便所及び休憩所撤去工事，これらに伴う電気・機械設

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



２８７１

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

令和２年９月２５日（金）～１０月２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１０月５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月６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１０月７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

　　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。



　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６０１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９月２５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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８７２

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

西部市場逆洗・処理水槽他改修工事工 事 名

神戸市長田区苅藻通７丁目１－２０工事場所

令和３年２月２６日完成期限

西部市場逆洗・処理水槽他改修工事に伴う，機械電気設備工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

機械器具設置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

　卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）に基づき設置する中央卸売市場又

は地方卸売市場のと畜設備（注）における排水処理施設の設置工事又は

整備工事を，元請け，下請けを問わず平成１７年度以降に施工した実績が

あること。

（注）　ここでいうと畜設備は，食用に供する目的で獣畜をとさつし，

　　　又は解体するために設置された機械設備をいう。

施工実績



２８７３

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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

令和２年９月２５日（金）～１０月２日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所

⑴　平成３０年１０月３０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

第１日目　令和２年１０月５日（月）午前９時～午後８時日 時



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

　 

―――――――――――――――――

　

神戸市公告第６０２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９月２５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８７４

第２日目　令和２年１０月６日（火）午前９時～午後３時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年１０月７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

令和２年度東部管内舗装補修工事（その２）工 事 名

神戸市灘区篠原北町１丁目工事場所

令和２年１２月１８日完成期限



２８７５

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

施工延長　Ｌ＝２２０ｍ，　車道舗装工　Ａ＝２，２５０㎡，　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

　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３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他



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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

  　

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８７６

令和２年９月２５日（金）～１０月２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１０月５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月６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１０月７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



２８７７

―――――――――――――――――

神戸市公告第６０３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９月２５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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

須磨里２１９号線擁壁設置工事工 事 名

神戸市須磨区車字松ケ原工事場所

令和３年３月３１日完成期限

土工　１式，　鉄筋挿入工２４０ｍ，　擁壁工　１式，　Ａｓ舗装工　６１㎡，

排水構造物工　１式，　仮設工　１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行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３０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。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８７８

※　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９月２５日（金）～１０月２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１０月５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月６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１０月７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



２８７９

　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６０４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９月２５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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

西神井吹台住宅１・３号棟照明設備改修工事工 事 名

神戸市西区井吹台西町１丁目工事場所

令和３年３月１９日完成期限

外壁改修他に伴う電気設備工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般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３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８８０

　　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９月２５日（金）～１０月２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１０月５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月６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１０月７日（水）午前１０時３０分日 時



２８８１

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６０５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９月２５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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９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

池尻橋架替工事工 事 名

神戸市西区伊川谷町布施畑工事場所

令和３年７月３１日完成期限

道路土工　１式，　函渠工　１式，　橋梁付属物工　１式，　護岸工　１式，

舗装工　１式，　旧橋撤去工　１式
工事概要

各会計年度ごとに，当該会計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

　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



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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８８２

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

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「橋梁」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３０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９月２５日（金）～１０月６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



２８８３

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６０６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９月２５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

第１日目　令和２年１０月７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月８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１０月９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

契約監理課提出場所



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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８８４

大日通２丁目地区他汚水管改築更新工事工 事 名

神戸市中央区大日通２丁目　他工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年９月３０日完成期限

管きょ更生工　φ２００㎜　Ｌ＝１．８３ｍ，φ２５０㎜　Ｌ＝８９２．０１ｍ

管きょ工（開削）Ｋ１φ２００㎜　Ｌ＝３０．３０ｍ，Ｋ１φ２５０㎜　Ｌ＝５８．６０ｍ，

Ｋ１φ３５０㎜　Ｌ＝１５１．４０ｍ，ＨＰφ３００㎜（撤去）　Ｌ＝１４７．９８ｍ

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

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０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

その他



２８８５

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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

令和２年９月２５日（金）～１０月９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１０月１２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１３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１０月１４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

　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。



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６０７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９月２５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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８８６

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年度東部管内舗装補修工事（その１）工 事 名

神戸市東灘区住吉本町１～３丁目工事場所

令和２年１２月１８日完成期限

工事延長　Ｌ＝５８４ｍ，　車道舗装工　Ａ＝８，２６０㎡，　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

　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

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
等級



２８８７

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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

請負入札参加資格における等級をいう。

　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３０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９月２５日（金）～１０月９日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市契約規則（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６０８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９月２５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８８８

令和２年１０月１４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

摩耶埠頭重量物クレーン３号機解体撤去工事工 事 名

神戸市灘区摩耶埠頭，中央区港島４丁目工事場所

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１０月１２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１３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



２８８９

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

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

単独企業形態

機械器具設置工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

⑴　平成３０年１０月３０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３年３月３１日完成期限

摩耶埠頭に設置されている重量物クレーン１基をポートアイランドの解体場所

へ海上輸送を行い，解体撤去を行う。
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



　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８９０

令和２年９月２５日（金）～１０月９日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１０月１２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１３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１０月１４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



２８９１

　　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６０９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９月２５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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ

　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３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

その他

西神井吹台住宅８・９・１１号棟外壁改修他工事工 事 名

神戸市西区井吹台西町１丁目工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年４月３０日完成期限

平成８年度建設

８号棟：鉄骨鉄筋コンクリート造　１４階建　延べ３，８２０㎡（５３戸）

９号棟：鉄筋コンクリート造　８階建　延べ４，２０１㎡（６５戸）

１１号棟：鉄骨鉄筋コンクリート造　１０階建　延べ４，２７９㎡（６１戸）　

合計１２，３００㎡（１７９戸）

上記建物の

外壁改修，防水改修，塗装改修工事　一式

及び屋外付帯施設の塗装改修工事　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



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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８９２

令和２年９月２５日（金）～１０月９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１０月１２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１３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

　　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１０月１４日（水）午前１０時３０分日 時



２８９３

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６１０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９月２５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

吉田町地区護岸改良工事工 事 名

神戸市兵庫区吉田町１丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

１工区：擁壁補修（ひび割れ補修工，断面補修工，等）１式

２工区：擁壁撤去１６ｍ，擁壁設置１２ｍ

３工区：護岸補修（基礎工，本体工，被覆工，等）１５０ｍ

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　総合評価に関する事項

４　入札に必要な書類を示す場所

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８９４

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

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「港湾土木」を登録

業種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評価基準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法



２８９５

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

７　入札の日時及び方法

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

令和２年９月２５日（金）～１０月９日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１０月１２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１３日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「内訳書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確

認通知」及び「入札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方 法

第１日目　令和２年１０月１２日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年１０月１３日（火）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方 法

令和２年１０月１４日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

令和２年１０月２１日（水）午前１０時３０分を予定日 時



１０　落札者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

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

　補者を決定する。

１１　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第７条第２号の規

　定により免除します。

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他

　⑴

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

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

　　

―――――――――――――――――

神戸市公告第６１１号

　神戸国際港都建設事業新長田駅南第２－Ｃ地区震災復興第二種市街地再開発事業の事業計画

の変更に先立ち，都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第５６条において準用する同法第５３条第

１項の規定により，当該変更に係る事業計画を２週間公衆の縦覧に供するので，都市再開発法

施行令（昭和４４年政令第２３２号）第３条の規定により，次のとおり公告します。

　なお，当該事業に関係のある土地又はその土地に定着する物件について権利を有するものは，

当該事業計画について意見があるときは，令和２年１０月２６日までに，神戸市に意見書を提出す

ることができます。ただし，都市計画において定められた事項については，この限りではあり

ません。

　　令和２年９月２８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８９６

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



２８９７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　縦覧開始の日

　　令和２年９月２９日

２　縦覧の場所

　⑴　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号

　　　神戸市都市局市街地整備部都市整備課

３　縦覧の時間

　　午前９時から午後５時まで

   

―――――――――――――――――

　

神戸市公告第６１４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９月３０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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

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

　日本国内において，食肉生産処理設備（と畜解体から保留冷蔵庫まで

の一連の設備）の新設又は更新する工事を元請として平成１７年度以降に

完成させた施工実績があること

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

施工実績　　　

⑴　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

その他

西部市場大動物懸肉搬送コンベア他改修工事工 事 名

神戸市長田区苅藻通７丁目１番２０号工事場所

令和３年３月２０日完成期限

大動物懸肉搬送コンベア他改修に関する機械電気設備工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２８９８

　　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９月３０日（水）～１０月６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１０月７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月８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



２８９９

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６１５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９月３０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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

令和２年１０月９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

櫨谷児童館外壁改修他工事工 事 名

神戸市西区櫨谷町池谷苗代ノ内工事場所

令和３年２月１２日完成期限

外壁改修・屋上防水改修・屋根塗装改修・便所のドライ化他内装工事，これら

に伴う電気・機械設備工事
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



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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２９００

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３０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９月３０日（水）～１０月６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



２９０１

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６１６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９月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１０月７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月８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１０月９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



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２９０２

西部市場照明設備改修他工事工 事 名

神戸市長田区苅藻通７丁目１―２０工事場所

令和３年２月２６日完成期限

西部市場の照明設備改修工事，及び放送設備改修工事一式工事概要

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３０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



２９０３

　　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

　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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

令和２年９月３０日（水）～１０月６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１０月７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月８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１０月９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



　　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６１７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９月３０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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２９０４

令和２年度北管内舗装補修工事その５工 事 名

神戸市北区鹿の子台北町工事場所

令和２年１２月２５日完成期限

舗装工　１式　９，１４０㎡　　区画線工　１式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行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３０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。

その他



２９０５

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，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９月３０日（水）～１０月６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１０月７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月８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１０月９日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

　  　　

―――――――――――――――――

神戸市公告第６１８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９月３０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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２９０６

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

神若橋補修工事工 事 名

神戸市中央区神若通７丁目他工事場所

令和３年３月２６日完成期限

ひび割れ補修工　１式，　　断面修復工　１式，　　支承防錆工　１０基，　　

伸縮装置設置工　１式，　　ほか
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　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

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「橋梁」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。その他



２９０７

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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年９月３０日（水）～１０月６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１０月７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月８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
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６１９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９月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２９０８

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１０月９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

大橋３号線波打ち解消工事工 事 名

神戸市長田区日吉町３丁目他工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

土工　１式，　防護柵工　４ｍ，　舗装工　８０９㎡，　構造物撤去工　１式，

排水構造物工　４４０ｍ，　縁石工　１ｍ
工事概要



２９０９

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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

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３０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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２９１０

令和２年９月３０日（水）～１０月６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１０月７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月８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１０月９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



２９１１

神戸市公告第６２０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９月３０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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

賀市交差点改良工事工 事 名

神戸市垂水区名谷町工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

交差点改良工　土工：一式，　排水構造物工：一式，　舗装工：一式，

区画線工：一式，　撤去構造物工：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

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３０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



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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２９１２

　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９月３０日（水）～１０月６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１０月７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月８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１０月９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



２９１３

　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６２１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９月３０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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９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

ベルデ名谷住宅３号棟・駐車場棟外壁改修他工事工 事 名

神戸市垂水区名谷町高曽２２９２－１０工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年５月１４日完成期限

対象建物　平成８年度建設　鉄骨鉄筋コンクリート造地下１階地上１４階建て

共同住宅（２８４戸）延べ面積１９，３３０．５３㎡　鉄筋コンクリート造地下３階地上１

階建て

駐車場棟延べ面積７，６５４．７４㎡

１　外壁改修工事　一式

２　防水改修及び屋根改修工事　一式

３　塗装改修工事　一式

４　屋外付帯改修工事　一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級　

⑴　神戸市内に本店を有すること。その他



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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２９１４

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年９月３０日（水）～１０月１３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１０月１４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１５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



２９１５

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６２２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９月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９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

「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１０月１６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

烏帽子町２丁目地区他汚水管改築更新工事工 事 名

神戸市灘区烏帽子町２丁目　他工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年８月３０日完成期限



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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２９１６

管きょ更生工　φ２００㎜　Ｌ＝９７．６８ｍ，φ２５０㎜　Ｌ＝１，０２０．１６ｍ

管きょ工（開削）　Ｋ１φ２００㎜　Ｌ＝９．２９ｍ

マンホール工　１式，　取付管及びます工　１式，　付帯工　１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，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３０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。

その他



２９１７

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

８　技術資料提出の日時及び方法

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

　・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９月３０日（水）～１０月１３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１０月１４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１５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１０月１４日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年１０月１５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。

　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。　
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無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年１０月１６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

る。

令和２年１０月２３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



２９１９

―――――――――――――――――

神戸市公告第６２３号

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

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

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

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

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年９月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　令和２年度　一般街路灯（防犯灯）支柱購入（その３）

　⑵　数量

　　　１，４８０本

　⑶　納入場所

　　　北建設事務所（北区有野町唐櫃字種池３０６４）

　⑷　納入期限

　　　令和３年１月２９日

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２・３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。
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６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１０月１４日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年１０月１４日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１０月１５日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１０月１６日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和２年１１月１７日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年１１月１８日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法
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２９２１

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年１１月１８日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年１１月１７

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年１１月１８日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

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

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

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

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。
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　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

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

　問わず，規則第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す。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ができます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。　　　　　

　　ただし，令和２年１０月１６日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて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。）無料で交付します。

１６　本調達後において予定する一連の調達

　　今後予定する調達はありません。

１７　当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付

　　令和２年４月２２日

１８　Summary

　⑴　Contract Content : Security light pole（No.３） .

　⑵　Estimated Quantity : 1,480 poles.

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. October 16, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. November 18, 2020. 

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第６２４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。
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２９２３

　　令和２年９月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　令和２年度　ＧＩＧＡ　スクール用端末借上げ

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９月１０日

５　落札者の氏名及び住所

　　ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社　神戸支店

　　　　支店長　上和田　浩一

　　神戸市中央区小野柄通４丁目１番２２号

６　落札金額

　　１月当り　９８，９００，０００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８月１１日

―――――――――――――――――

神戸市公告第６２５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９月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

　　垂水学校給食共同調理場給食配送業務

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
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　　令和２年８月１９日

５　落札者の氏名及び住所

　　神戸運送自動車株式会社

　　　　専務取締役　三輪　幸司

　　神戸市垂水区下畑町字鷲ヶ尾３０３番地の２２

６　落札金額

　　１日１台当り２０，８５０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６月２４日

―――――――――――――――――

神戸市公告第６２６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９月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

　　家庭系燃えるごみ・コンテナ等収集運搬業務（Ｂ地区）

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８月１９日

５　落札者の氏名及び住所

　　神戸市生活環境事業協同組合

　　　　理事長　藤定　孝光

　　神戸市兵庫区遠矢浜町５番８号

６　落札金額

　　３６７，５２０，６５０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。
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２９２５

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６月２４日

―――――――――――――――――

神戸市公告第６２７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９月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

　　家庭系燃えるごみ・コンテナ等収集運搬業務（Ｃ地区）

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８月１９日

５　落札者の氏名及び住所

　　神戸市生活環境事業協同組合

　　　　理事長　藤定　孝光

　　神戸市兵庫区遠矢浜町５番８号

６　落札金額

　　４２０，０２３，６００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６月２４日

―――――――――――――――――

神戸市公告第６２８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。
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　　令和２年９月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

　　家庭系燃えるごみ・コンテナ等収集運搬業務（Ｄ地区）

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８月１９日

５　落札者の氏名及び住所

　　神戸市生活環境事業協同組合

　　　　理事長　藤定　孝光

　　神戸市兵庫区遠矢浜町５番８号

６　落札金額

　　４２０，０２３，６００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６月２４日

―――――――――――――――――

神戸市公告第６２９号

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

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

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。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９月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の名称

　　大型ごみ収集運搬業務（Ａ地区）

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　随意契約の相手方を決定した日

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２９２６
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　　令和２年９月７日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　神戸市生活環境事業協同組合

　　　　理事長　藤定　孝光

　　神戸市兵庫区遠矢浜町５番８号

６　随意契約に係る契約金額

　　４９２，８００，０００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に相当する価格に一番近い価格をも

　って入札した者を契約の相手方としました。

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７月８日

９　随意契約による理由

　　再度の入札に付し落札者がなかったため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第６３０号

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

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

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。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９月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の名称

　　大型ごみ収集運搬業務（Ｂ地区）

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　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年９月７日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　神戸市生活環境事業協同組合

　　　　理事長　藤定　孝光

　　神戸市兵庫区遠矢浜町５番８号

６　随意契約に係る契約金額

　　４４０，５５０，０００円

７　契約の相手方を決定した手続
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　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格に一番近い価格をも

　って入札した者を契約の相手方としました。

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７月８日

９　随意契約による理由

　　再度の入札に付し落札者がなかったため。

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第６３１号

　神戸市環境影響評価等に関する条例（平成９年１０月条例第２９号）第２９条第３項の規定により

次の対象事業に係る同条第１項の規定による事後調査の結果を記載した報告書及びその概要を

記載した書類（以下「概要書」という。）の提出があったので，同条第４項の規定により公告

するとともに，当該概要書の写しを次のとおり公衆の縦覧に供します。

　　令和２年１０月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　対象事業の概要

　⑴　対象事業の名称

　　　国営明石海峡公園（神戸地区）

　⑵　事業者の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

　　　事業者：国土交通省

　　　代表者：国土交通大臣　赤羽　一嘉

　　　所在地：神戸市中央区海岸通２９番地　神戸地方合同庁舎７階

　　　　　　　国土交通省近畿地方整備局国営明石海峡公園事務所

　⑶　対象事業の種類

　　　レクリエーション施設の建設

　⑷　対象事業の位置

　　　神戸市北区山田町藍那字傳庫，字相坂，字下相坂，字畑，字下小野，字中小野，字上小

　　　野，字代ヶ谷，字平，字太ヶ谷，字猿田，字田代，字西山地内及び同町下谷上字中一里

　　　山，西区伊川谷町布施畑字柏木谷地内並びに同区押部谷町木見字又度ノ二地内

２　縦覧の期間

　　令和２年１０月１日（木曜）から１０月１４日（水曜）まで

３　縦覧の場所

　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号

　　三宮プラザＥＡＳＴ２階

　　神戸市環境局環境保全部環境都市課

４　縦覧の時間

　　午前９時から午後５時まで

―――――――――――――――――
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神戸市公告第６３２号

　神戸市環境影響評価等に関する条例（平成９年１０月条例第２９号）第２９条第３項の規定により

次の対象事業に係る同条第１項の規定による事後調査の結果を記載した報告書及びその概要を

記載した書類（以下，概要書という。）の提出があったので，同条第４項の規定により公告す

るとともに，当該概要書の写しを次のとおり公衆の縦覧に供します。

　　令和２年１０月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　対象事業の概要

　⑴　対象事業の名称

　　　六甲北有料道路拡幅事業

　⑵　事業者の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

　　　神戸市道路公社

　　　理事長　名倉　重晴

　　　神戸市北区山田町下谷上字池ノ内６－１

　⑶　対象事業の種類及び規模

　　　道路の建設　延長６．３㎞

　⑷　対象事業の位置

　　　神戸市北区八多町上小名田～大沢町上大沢

２　縦覧の期間

　　令和２年１０月１日（水曜）から令和２年１０月１４日（水曜）まで

３　縦覧の場所

　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号

　　三宮プラザＥＡＳＴ　２階

　　神戸市環境局環境保全部環境都市課

４　縦覧の時間

　　午前９時から午後５時まで

―――――――――――――――――

神戸市公告第６３３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１０月１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

　　　西部処理場汚泥処理施設等運転管理業務

　⑵　履行場所

　　　西部処理場　　　：下水終末処理場
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  　　　神戸市長田区南駒栄町１番地４４号

　⑶　業務実施期間

　　　令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで

　⑷　業務の概要

　　ア　処理場の汚泥処理施設等全体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　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。

　⑵　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。

　⑶　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。

　⑷　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。

　⑸　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。）の汚泥処理（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。

　⑹　単独企業であること。

　⑺　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。

　⑻　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。

　⑼　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者として，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。

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丁目１番地７号　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
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　　　郵便番号　６５３－００４４

　　　神戸市長田区南駒栄町１番地４４号

　　　神戸市建設局中央水環境センター（電話番号：（０７８）６４１－２７１１）

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１０月１日（木）から令和２年１１月９日（月）まで（神戸市の休日を定める条例

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

　　　午前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丁目１番地７号　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１１月２日（月）から令和２年１１月９日（月）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丁目１番地７号　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丁目１番地７号　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）

　　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３年２月１２日（金）午前１０時

　⑶　場所

　　　神戸市中央区磯辺通３丁目１番地７号　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。

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号



　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（本書のコピーを含む）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所定の使用印鑑による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　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。

―――――――――――――――――

神戸市公告第６３４号

　神戸市都市公園条例施行規則（昭和３３年３月規則第１１７号）第５条第３項の規定により，布

引公園のハーブ園山頂駅周辺の区域について，次の通り変更する。

　　令和２年１０月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

①令和２年８月１８日（火）から３１日（月）の閉園時間を午後５時とする。

②令和２年９月１日（火）から１１月３０日（月）の土日祝日の閉園時間を午後５時とする。

　　但し，９月１９日（土）から２２日（火・祝），１０月２４日（土）から２５日（日），

　１１月１４日（土）から１５日（日），２１日（土）から２３日（月・祝）を除く。

③令和２年１２月２３日（水）から２５日（金）の閉園時間を午後８時３０分とする。

―――――――――――――――――

神戸市公告第６４９号

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定により道路として指定した

ものは次のとおりです。

　　令和２年１０月１３日

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２９３２



      

   

 

 

 

28   

60  

16 14 110 54.96 8.3  

 

 

 

23  

 

43  

175  

1244-1 1223-1 155 25 

 

 

 

20  

 

85  

10

10 38  
40.0 14.0 

 

 

 

20  

 

85  

127

 

10 38 35

10  
23.0 5.0 

 

 

 

20  

 

85  

27

85  

10 38

10 44  
5.0 5.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

592-1 592-4  16.18 4.5 

 

 

 

10  

33  20.44  5.0 

 

 

 

27  

1415 1416  20.03 

4.0  

4.3  

����

� �����������������������	
������������

�������������������������	��
������������

�������

�����������������

�������	
�

�������	
������������������������������������

������������

������������

� � � �������������	
������������

��������	
�������������������	����



     

 

 

 

 
212 56 212 68 212 86 47.77 4.00 

 

 

 

21  
12  55.7 4.0 

 

 

 

11  
13 3.52 4.60 

��������������������������	��
�����������

���������

�����������������

�������	
�

��������������������������������������������

������������������������������

������������

� � � �������������	
������������

�������������������������	��
������������

�������

�����������������

�������	
�

��������	
���������������������������������

����������������������

������������

� � � � � �������	�
���

���������

��������	
�������������������	��������

�������

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������������

����������������������������

����������������������������



２９３５

―――――――――――――――――

神戸市公告第６５３号

　神戸市港湾施設条例（昭和４８年４月１日条例１３号）（以下，「条例」という）第２条に定め

る神戸港港湾施設において，条例１９条に規定する市長の許可を得ずに物件を放置する禁止行為

があったため，港湾法（昭和２５年法律２１８号）第５６条の４第２項及び第３項に基づき撤去しま

す。所有者，占有者その他権原を有する者（以下，「所有者等」という）の氏名及び住所を確

知することができないため，港湾法施行規則（昭和２６年１１月２２日運輸省令第９８号）第３３条の規

定に基づき次のとおり公告します。

　　令和２年１０月１３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　撤去する物件

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

午前９時００分から午後６時００分令和２年１１月８日（日）

午前９時００分から午後９時００分令和２年１１月１５日（日）

午前９時００分から午後６時００分令和２年１２月５日（土）

午前９時００分から午後６時００分令和２年１２月６日（日）

撤去する物件の詳細情報

規格識別コード№

２０ｆｔ海上ドライコンテナＣＬＯＵ２２３４７７６１

２０ｆｔ海上ドライコンテナＵＦＣＵ６１８２４６７２

２０ｆｔ海上ドライコンテナＣＴＩＵ３０４００７５３

２０ｆｔ海上ドライコンテナＭＯＬＵ５９５０２６０４

２０ｆｔ海上ドライコンテナＧＳＴＵ４６２００３１５

２０ｆｔ海上ドライコンテナＩＯＩＵ７９６８５２０６

４０ｆｔリーファーコンテナ不明７

２０ｆｔ海上ドライコンテナＩＫＫＵ１０１５１６４８

２０ｆｔ海上ドライコンテナＴＫＣＵ２５０７５３７９

２０ｆｔ海上ドライコンテナＳＫ？Ｕ５２２０７９８１０

４０ｆｔ海上ドライコンテナ不明１１

２０ｆｔリーファーコンテナ不明１２

４０ｆｔ海上ドライコンテナ？？？？４２７０９２９１３



２　当該物件が駐車又は放置されていた場所

　　神戸市灘区摩耶埠頭１番地先（ＧバースＨバース）

３　撤去する日

　　令和２年１０月２０日

４　物件の返還手続き

　　撤去した工作物等は神戸市が保管します。６か月の期間を過ぎると処分します。

　　当該物件の所有権等の権原有することを証する書面を神戸市港湾局神戸港管理事務所に提

　出した後，代執行に掛かった費用を納付してください。

５　問い合わせ先

　　神戸市中央区港島中町４丁目１番１号ポートアイランドビル６階

　　神戸市港湾局神戸港管理事務所

　　電話　０７８－３０４－２５０１

―――――――――――――――――

神戸市公告第６５４号

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

（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により公告します。

　　令和２年１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市須磨区高倉台六丁目１５番２，１５番１４，５番２０

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市須磨区南落合一丁目１７番２４号

　　　一般社団法人　ことばの道

　　　代表理事　安居道子

３　許可番号

　　令和２年６月９日　　　第 ７０３１ 号

―――――――――――――――――

神戸市公告第６５５号

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

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２９３６

４０ｆｔ海上ドライコンテナＫＮＬＵ４３１３４２６１４

４０ｆｔリーファーコンテナ不明１５

２０ｆｔ海上ドライコンテナ不明１６

２０ｆｔ海上ドライコンテナ不明１７

１０ｆｔリーファーコンテナ不明１８



２９３７

（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により公告します。

　　令和２年１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市北区有野町有野字下ン所３４２９番１の一部，字福谷口３４２８番２，里道敷

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市北区有野町有野３４２３－１

　　　坂本　なみ子

３　許可番号

　　令和２年５月１８日　第７０２７号

　　（変更許可　令和２年８月１９日　第１３９１号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第６５６号

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

（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により公告します。

　　令和２年１０月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市西区玉津町新方字北方３３１番１の一部，３３２番１，３３２番８の一部，

　　３３２番９，３３２番１０，３３３番の一部，３３７番１，３３６番２の一部，

　　３３７番１地先水路の一部，３３１番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市西区玉津町新方３５８番地の２

　　　石上　忠夫

３　許可番号

　　令和２年６月１８日　　　第 ７０３５ 号

　　（令和２年９月７日　　第 １４０１ 号）

　　（令和２年９月２５日　　第 １４０３ 号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第６５７号

　都市計画を変更したいので，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により，次のとおり公告するとともに，当該都市計画の案を令

和２年１０月１３日から令和２年１０月２７日まで公衆の縦覧に供します。

　なお，市民及び利害関係人は，縦覧期間満了の日までに，当該都市計画の案について神戸市

に意見書を提出することができます。

　　令和２年１０月１３日

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号



    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２９３８

２　都市計画を変更する土地の区域１　都市計画の種類

＜須磨５０生産緑地地区＞

　神戸市須磨区車字向坂

＜須磨５１生産緑地地区＞

　神戸市須磨区車字向坂，宮ノ向

＜須磨５２生産緑地地区＞

　神戸市須磨区車字葛垣

＜須磨５３生産緑地地区＞

　神戸市須磨区車字葛垣

＜須磨５４生産緑地地区＞

　神戸市須磨区車字布池

＜有野１０生産緑地地区＞

　神戸市北区有野町有野

＜有野１１生産緑地地区＞

　神戸市北区有野町有野

＜有野１５生産緑地地区＞

　神戸市北区有野中町四丁目

＜有野１０８生産緑地地区＞

　神戸市北区有野町唐櫃

＜有野１６０生産緑地地区＞

　神戸市北区有野町唐櫃

＜有野１６１生産緑地地区＞

　神戸市北区有野町有野

＜有野１６２生産緑地地区＞

　神戸市北区有野町唐櫃

＜八多５８生産緑地地区＞

　神戸市北区八多町中

＜鹿の子台１生産緑地地区＞

　神戸市北区鹿の子台南町四丁目

＜伊川谷５７生産緑地地区＞

　神戸市西区伊川谷町有瀬

＜伊川谷１１５生産緑地地区＞

　神戸市西区伊川谷町潤和

＜伊川谷１２６生産緑地地区＞

　神戸市西区伊川谷町潤和

＜玉津１８生産緑地地区＞

　神戸市西区玉津町今津

神戸国際港都建設計画生産緑地地区
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　　第７４条中「貯蔵品出納員が行う」を「貯蔵品出納員又は分任貯蔵品出納員が行う」に改め，

　ただし書を削る。

　（水道局副局長等専決規程の一部改正）

第２条　水道局副局長等専決規程（昭和３５年７月水道管理規程第１０号）の一部を次のように改

　正する。

　　別表第２調達の項を次のように改める。

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２９４０

⑴　固定資産

（メーターを除

く。）の調達決

定は，経営企画

課長に合議する

こと。

⑵　配水課長，

施設課長，浄水

管理センター所

長，センター副

所長，東部セン

ター所長及び北

センター所長が

水道事業会計の

貯蔵品から資材

を購入するとき

は，制限なしに

調達決定できる。

⑶　「単価協定

品目」について

は，経営企画課

長が別に定める。

⑷　契約の項に

おける副局長及

び経営企画課長

の決裁区分は，

神戸市水道局契

約事務取扱規程

（昭和４０年５月

１日水規程第５

号）第３条に規

定する経理契約

（以下「経理契

約」という。）

の場合に適用す

る。

⑸　「管理者が

指定するもの」

とは，災害応急

に関するもの，

新聞，日本放送

協会の受信料，

有料道路自動料

２０万円

以下

１，０００

万円以

下

１，０００

万円以

下

※

２，０００

万円以

下

１，０００万

円以下

※

２，０００

万円以

下

決

定

調

達

２０万円

以下

①１００

万円以

下

②交付

限度額

内

全て

（小口

現金扱

に係る

もの）

③全て

（各供

給事業

者に対

して支

払う電

気使用

料，ガ

ス使用

料，水

道使用

料，電

気通信

料金又

は後納

郵便料

金）

①１００

万円以

下

②交付

限度額

内

全て

（小口

現金扱

に係る

もの）

③全て

（各供

給事業

者に対

して支

払う電

気使用

料，ガ

ス使用

料，水

道使用

料，電

気通信

料金又

は後納

郵便料

金）

①２００

万円以

下

（管理

者が指

定する

もの）

②２００

万円以

下

（単価

協定品

目）

①１００万

円以下

②交付限

度額内

全て

（小口現

金扱に係

るもの）

③全て

（各供給

事業者に

対して支

払う電気

使用料

（契約電

力が５００

キロワッ

ト以上の

ものを除

く。以下

この項に

おいて同

じ。），

ガス使用

料，水道

使用料，

電気通信

料金（電

気通信事

業法（昭

和５９年法

律第８６

号）第２

条第５号

に規定す

る電気通

信事業者

が提供す

①

４，０００

万円以

下

（動

産）

②

２，０００

万円以

下

（動産

以外）

①２００

万円以

下

（管理

者が指

定する

もの）

②２００

万円以

下

（単価

協定品

目）

①

８，０００

万円未

満

（動

産）

②

４，０００

万円以

下

（動産

以外）

契

約



２９４１

　　別表第２売却の項を次のように改める。

　　別表第３第一類事業所副所長共通の項中「（子メーター購入代金の徴収を含む。）」を削

　り，西部センター副所長の項中「（給水工事材料を除く）の受払」を「の総括」に改め，東

　部センター所長及び北センター所長の項中「（子メーター購入代金の徴収を含む。）」を削

　る。

　（神戸市水道局事業所規程の一部改正）

第３条　神戸市水道局事業所規程（平成２４年３月水道管理規程第２号）の一部を次のように改

　正する。

　　第４条工事係の項を次のように改める。

　　　工事係

　　⑴　給水装置工事の設計実施及び調査に関すること。

　　⑵　給水装置の維持修繕に関すること。
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金収受システム

を使用して徴収

される有料道路

料金及び地方公

営企業法施行令

（昭和２２年政令

第４０３号）第２１

条の１４第１項第

３号及び第４号

の規定に基づく

契約をいう。

る同条第

３号に規

定する電

気通信役

務に関す

る料金を

いう。以

下この項

において

同じ。）

又は後納

郵便料

金）

⑴　金額は，

売却見積価

格又は帳簿

価格（未償

却額）を示

す。

⑵　不動産

については，

管理者の決

裁をうける

こと。

⑶　契約の

項における

副局長及び

経営企画課

長の決裁区

分は，経理

契約の場合

に適用する。

不
用
品
と
す
る
決
定
を
含
む

５００万

円以下

５００万

円以下

※

１，０００

万円以

下

５００万円

以下

西部セ

ンター

副所長

全て

（工水

会計に

売却す

る貯蔵

品）

※

１，０００

万円以

下

決

定

売

却

売
却
の
場
合
の
み

５０万円

以下

５０万円

以下

５０万円以

下

４，０００

万円以

下

西部セ

ンター

副所長

全て

（工水

会計へ

売却す

る貯蔵

品）

８，０００

万円未

満

契

約



　　⑶　貯蔵品の受払及び管理に関すること。

　　⑷　水道メーター（ただし，口径５０ミリメートル以上の大型メーターを除く。）の維持作

　　　業に関すること。

　　⑸　配水操作に関すること。

　　⑹　導，送水管（管理者の指定するものを除く。）及び配水管の維持管理並びに一部給水

　　　管の修理に関すること。

　　⑺　導，送水管（管理者の指定するものを除く。）及び配水管の維持，改良工事の施行に

　　　関すること。

　　⑻　配水管整備増強工事の施行に関すること。

　　⑼　都市計画事業に伴う配水管の整備工事の施行に関すること。

　　⑽　漏水防止工事の施行に関すること。

　　⑾　配水管の受託工事の施行に関すること。

　　⑿　基幹施設整備工事のうち送，配水管工事（管理者の指定するものを除く。）の施行に

　　　関すること。

　　⒀　団地給水工事（送，配水管工事に限る。）の施行に関すること。

　　⒁　工業用水道の配水管の維持管理及び一部給水施設の修理に関すること（北センター及

　　　び垂水センターを除く。）。

　　⒂　工業用水道の配水管の維持，改良工事の施行に関すること（北センター及び垂水セン

　　　ターを除く。）。

　　⒃　水道メーターの管理に関すること（ただし，西部センターのみ。）。

　　⒄　不用品の受払，保管及び処分に関すること（ただし，西部センターのみ。）。

　　⒅　貯蔵品（配水工事材料に限る。）管理の調査研究及び改善に関すること（ただし，西

　　　部センターのみ。）。

　（神戸市水道局分課規程の一部改正）

第４条　神戸市水道局分課規程（平成２４年３月水道管理規程第１号）の一部を次のように改正

　する。

　　第７条配水課事務係の項第２０号の次に次の１号を加える。

　　肝　水道メーターの維持作業に関すること（ただし，事業所規程において，センターの事

　　　務分掌とされているものを除く。）。

　　　附　則

　この管理規程は，令和２年１０月１日から施行する。

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第６５号

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

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

定調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市水道局契約規程（昭和

３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第２１条の７第１項において読み替える

規程第６条及び規程第２１条の７第２項の規定により，次のとおり公告します。
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２９４３

　　令和２年９月３０日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　口径２０㎜ 水道メーター（新調品）購入その４

　⑵　数量

　　　１０，０００個

　⑶　納入場所

　　　神戸市長田区房王寺町３丁目１番１０号

　　　神戸市水道局西部センター　房王寺倉庫

　⑷　納入期限

　　　第１回目　令和３年１月１４日まで　　２，０００個

　　　第２回目　令和３年１月２８日まで　　２，０００個

　　　第３回目　令和３年２月４日まで　　２，０００個

　　　第４回目　令和３年２月１８日まで　　２，０００個

　　　第５回目　令和３年３月４日まで　　２，０００個

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　で希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２・３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

　⑶　当該物品又はこれと同等物品について相当数の納入実績があること。

　⑷　当該物品について，水道局の求めに応じて，アフターサービスを速やかに提供できると

　　認められること。

　⑸　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号　０７８－３２２－５８８０）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　神戸市役所本庁舎４号館６階

５　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（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

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

６　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請方法及び審査の通知の方法等については，

　入札説明書によります。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１０月１４日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

　　　　公告の日から令和２年１０月１４日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）　

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和２年１０月１５日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（土曜，日曜，休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間

　 公告の日の翌日から令和２年１０月１６日（金）まで（本市の休日を除く。）

　 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

　 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）
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２９４５

 神戸市役所本庁舎１号館２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　 第１日目　　令和２年１１月１７日（火）　午前９時から午後８時まで

　　 第２日目　　令和２年１１月１８日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年１１月１８日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年１１月１７

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

　　　　持参し，又は郵送すること。

１１　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年１１月１８日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１２　入札保証金

　　規程第１２条の規定により免除します。

１３　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。
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　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

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

　　関係にある場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体の代表者以外の

　　構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当する者の一者を除

　　く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１４　落札者の決定の方法

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

　問わず，規程第９条第１項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す。

１５　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。

１６　苦情の申出

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

　ができます。

１７　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

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

　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年１０月１６日（金）までに入札参加資格の審査の申請を行わない場合は，

　　当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１８　Summary 

　⑴　Contract Content : 20 mm Water Meter

　⑵　Quantity : 10,000 meters

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. 　October　16, 2020.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. November 18, 2020.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

  　TEL 078-322-5159
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―――――――――――――――――

神戸市水道公告第６６号

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

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

定調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市水道局契約規程（昭和

３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第２１条の７第１項において読み替える

規程第６条及び規程第２１条の７第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年９月３０日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　口径２０㎜ 水道メーター（修理品）その４

　⑵　数量

　　　１２，０００個

　⑶　納入場所

　　　神戸市長田区房王寺町３丁目１番１０号

　　　神戸市水道局西部センター　房王寺倉庫

　⑷　納入期限

　　　第１回目　令和３年１月１５日まで　　２，０００個

　　　第２回目　令和３年１月２２日まで　　２，０００個

　　　第３回目　令和３年２月１２日まで　　２，０００個

　　　第４回目　令和３年２月１９日まで　　２，０００個

　　　第５回目　令和３年３月１２日まで　　２，０００個

　　　第６回目　令和３年３月１９日まで　　２，０００個

　⑸　業務の概要

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

２　入札方式

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

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

　で希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２・３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

　⑶　当該物品又はこれと同等物品について相当数の納入実績があること。

　⑷　当該物品について，水道局の求めに応じて，アフターサービスを速やかに提供できると

　　認められること。

　⑸　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手
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　　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。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号　０７８－３２２－５８８０）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　神戸市役所本庁舎４号館６階

５　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（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

６　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請方法及び審査の通知の方法等については，

　入札説明書によります。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１０月１４日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

　　　　公告の日から令和２年１０月１４日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）　

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和２年１０月１５日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（土曜，日曜，休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも
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　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間

　 公告の日の翌日から令和２年１０月１６日（金）まで（本市の休日を除く。）

　 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　 第１日目　　令和２年１１月１７日（火）　午前９時から午後８時まで

　　 第２日目　　令和２年１１月１８日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年１１月１８日（水）　午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年１１月

　　　１７日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

　　　　持参し，又は郵送すること。

１１　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年１１月１８日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階
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１２　入札保証金

　　規程第１２条の規定により免除します。

１３　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

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

　　関係にある場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体の代表者以外の

　　構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当する者の一者を除

　　く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１４　落札者の決定の方法

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

　問わず，規程第９条第１項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す。

１５　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。

１６　苦情の申出

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

　ができます。

１７　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

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

　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年　１０月１６日（金）　までに入札参加資格の審査の申請を行わない場合

　　は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１８　Summary 

　⑴　Contract Content : 20 mm Water Meter repairing
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２９５１

　⑵　Quantity : 12,000 meters

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. October 16, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. November 18, 2020.

  ⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

  　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第７４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条及び神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）

第２１条の１４の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１０月１３日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　落札に係る物品の名称

　　口径２０㎜ 水道メーター（新調品）購入その３

２　数量

　　８，０００個

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課

　　神戸市中央区加納町６丁目５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９月４日

６　落札者の氏名及び住所

　　柏原計器工業株式会社

　　　　　代表取締役　三浦　直人

　　大阪府柏原市本郷５丁目３番２８号

７　落札金額

　　１８，４００，０００円

８　契約の相手方を決定した手続

　　規程第９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２１条の７第１項において読み替える規程第６条の規定による公告を行った日
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　　令和２年７月８日

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第７５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条及び神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）

第２１条の１４の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１０月１３日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　落札に係る特定役務の名称

　　口径２０㎜ 水道メーター（修理品）その３

２　数量

　　１２，０００個

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課

　　神戸市中央区加納町６丁目５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９月４日

６　落札者の氏名及び住所

　　㈱ニッコク　関西支店

　　　　　支店長　吉田　幸司

　　和歌山県岩出市岡田９９８番地の１

７　落札金額

　　１２，８４０，０００円

８　契約の相手方を決定した手続

　　規程第９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２１条の７第１項において読み替える規程第６条の規定による公告を行った日

　　令和２年７月８日

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第７８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９月３０日
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２９５３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。）
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北（南五葉６丁目他）送・配水管取替工事工 事 名

神戸市北区南五葉６丁目，君影町５・６丁目工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年１０月３１日

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限

管布設延長：φ７５－０．４ｍ，φ１００－５１６．８ｍ，φ１５０－０．９ｍ，

　　　　　　φ２００－５９８．８ｍ，φ３００－０．５ｍ，φ２００（ＳＰ）－１１．０ｍ

管撤去延長：φ７５－２．１ｍ，φ１００－８０．５ｍ，φ１５０－５２０．９ｍ，φ２００－２７６．０ｍ，

　　　　　　φ３００－５．３ｍ，φ２００（ＳＰ）－９．２ｍ

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし、下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は、特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０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　
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　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９月３０日（水）～１０月１３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１０月１４日（水）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年１０月１５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１０月１６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



２９５５

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  

　身体障害者等の乗車証の取扱いに関する規程および神戸市交通局ＩＣ証票乗車券取扱規程の

一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和２年９月３０日

神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

神戸市交通管理規程第１２号

　　　身体障害者等の乗車証の取扱いに関する規程および神戸市交通局ＩＣ証票乗車券取扱規

　　　程の一部を改正する規程

　（身体障害者等の乗車証の取扱いに関する規程の一部を改正）

第１条　身体障害者等の乗車証の取扱いに関する規程（昭和４２年１２月交規程第２２号）の一部を

　次のように改正する。

　　第２条第１項に次の２号を加える。

　⑻　神戸市福祉乗車証特別証（様式第８号）

　⑼　神戸市敬老優待乗車制度特別証（様式第９号）

　　第５条第３項第１号中「　１１０円又は」及び「のいずれか低い額」を削り，同条に次の２

　項を加える。

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９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」
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２９５９

　　ラインカード

　　第１５条の２第１項中「他の」を削り，「特別割引用ＩＣカードは　１１０円」を「特別割引

　用ＩＣカード（大人）は　１１０円，特別割引用ＩＣカード（小児）は６０円」に改め，「特別

　割引用ＩＣカードは　１１０円未満」を「特別割引用ＩＣカード（大人）は１１０円未満，特別割

　引用ＩＣカード（小児）は６０円未満」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規程は，令和２年１０月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規程の第１条の規定による身体障害者等の乗車証の取扱いに関する規程の施行後，現

　に存する様式については，当分の間，使用することができる。

―――――――――――――――――

神戸市交通告示第５号

　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定に基づき，自動車事業の旅客運

賃等の徴収事務を含む業務を次のとおり委託したので，地方公営企業法施行令（昭和２７年政令

第４０３号）第２６条の４第１項の規定に基づき告示する。

　　令和２年１０月１日

神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第３７号

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

　　令和２年９月２５日

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

１　入札に付する事項

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

委託期間委託業務委託先

令和２年４月１日から

令和３年３月３１日まで魚崎営業所管理委託業務

神戸市長田区松野通１丁目２番１号

神戸交通振興株式会社

代表取締役社長　梶川　龍彦

落合営業所管理委託業務姫路市西駅前町１番地

神姫バス株式会社

代表取締役社長　長尾　真

西神営業所管理委託業務

中央南営業所管理委託業務

松原営業所管理委託業務

大阪府豊中市庄内西町５丁目１番２４号

阪急バス株式会社

代表取締役社長　井波　洋



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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２９６０

新長田駅安全対策室他空調更新工事工 事 名

神戸市長田区松野通１丁目１工事場所

令和３年１月２２日完成期限

西神・山手線新長田駅安全対策室他の空調設備更新を行う工事一式　

上記に伴う電気設備工事一式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

その他



２９６１

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。
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には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年９月２５日（金）～１０月２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１０月５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月６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１０月７日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第３８号

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

　　令和２年９月２５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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２９６２

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

旧居留地・大丸前駅出入口２止水板改修工事工 事 名

神戸市中央区三宮町３丁目工事場所

令和３年２月２６日完成期限

既設止水板の撤去・新設、これに伴う改修工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

その他



２９６３

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１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号

　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９月２５日（金）～１０月２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１０月５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月６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１０月７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



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  

監査公表第７号

　　令和２年１０月１３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　

監　　査　　公　　表

　地方自治法第１９９条第１項，第２項，第４項及び第７項の規定に基づき実施した監査につい

て，同条第９項の規定により下記の内容について別紙のとおりその結果に関する報告を令和２

年１０月９日に提出したので，公表します。

記

令和２年度工事定期監査及び出資団体工事監査（１）

　　危機管理室，環境局，建設局，都市局，

　　建築住宅局，港湾局，水道局，交通局，

　　（公財）神戸市公園緑化協会，

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号２９６４

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



２９６５

　　（一財）神戸すまいまちづくり公社，

　　（株）ＯＭこうべ，雲井通５丁目再開発（株），

　　神戸交通振興（株）　……………………………………………　監査報告第７号

  そ  の  他  

地方独立行政法人神戸市民病院機構公告第８号

　地方独立行政法人法第３４条第３項の規定に基づき，地方独立行政法人神戸市民病院機構の令

和元年度財務諸表を次のとおり公告します。

　　令和２年１０月１３日

地方独立行政法人神戸市民病院機構　理事長　橋　本　信　夫　

令和２年１０月１３日   神  戸  市  公  報   第３６７９号
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