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  規     則  

　デザイン・クリエイティブセンター神戸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１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第３２号

　　　デザイン・クリエイティブセンター神戸条例施行規則の一部を改正する規則

　デザイン・クリエイティブセンター神戸条例施行規則（平成２４年６月規則第９号）の一部を

次のように改正する。

　第２条の見出し中「クリエイティブスペース」を「クリエイティブラボ」に改め，同条第５

号を削り，同条第６号中「前各号に掲げるもののほか，」を削り，「うえで」を「上で」に改

め，同号を同条第５号とし，同条第７号を同条第６号とする。

　第３条の見出し中「クリエイティブスペース」を「クリエイティブラボ」に改め，同条第２

号を次のように改める。

　⑵　条例第４条第１号に規定する創造的活動を通じた社会貢献に係る調査，研究，実践及び

　　支援に関することに係る事業計画書

　第３条第３号中「前２号に掲げるもののほか，」を削り，「うえで」を「上で」に改める。

　第６条第１項第１号を次のように改める。

　⑴　クリエイティブラボ　

　第６条第１項第３号中「クリエイティブスペース」を「クリエイティブラボ」に，「利用」

を「使用」に改め，同条第２項第４号中「クリエイティブスペース」を「クリエイティブラ

ボ」に，「利用」を「使用」に改め，同号を同項第５号とし，同項第３号の次に次の１号を加

える。

　⑷　創造的学びと文化活動スペース

　第７条第２項中「前項第１号」を「第１項第１号」に改め，同項を同条第４項とし，同条第

１項の次に次の２項を加える。

２　前項第１号から第３号までの規定にかかわらず，クリエイティブラボの使用者（条例第４

　条第１号に規定する使用者をいう。）は，休館日においてもクリエイティブラボ及びエント

　ランスホールその他の便益施設（クリエイティブラボの使用に係る部分に限る。）を使用す

　ることができる。ただし，指定管理者がセンターの管理上やむを得ない事由があると認める

　ときは，この限りでない。

３　第１項第１号から第３号までの規定にかかわらず，駐車場及びエントランスホールその他

　の便益施設（駐車場の使用に係る部分に限る。）は，休館日においても使用することができ

　る。ただし，指定管理者がセンターの管理上やむを得ない事由があると認めるときは，この

　限りでない。

　附則第２項中「第２条第６号及び第７号」を「第２条第５号及び第６号」に，「第７条第１

項第３号及び第２項の規定」を「第７条第１項第３号及び第２項から第４項までの規定」に，

「，第２条第６号」を「，第２条第５号」に，「同条第７号」を「同条第６号」に，「第７条
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第１項第３号及び第２項中」を「第７条第１項第３号及び第２項から第４項までの規定中」に

改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，令和３年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行

　する。

　（準備行為）

２　デザイン・クリエイティブセンター神戸条例の一部を改正する条例（令和２年６月条例第

　１３号）附則第４項の規定による同条例による改正後のデザイン・クリエイティブセンター神

　戸条例（以下この項において「新条例」という。）第４条第１号の施設についての新条例第

　８条第１項の公募は，この規則の施行の日前においても，この規則による改正後のデザイン

　・クリエイティブセンター神戸条例施行規則第２条及び第３条の規定の例により行うことが

　できる。

―――――――――――――――――

　新港突堤西地区再開発事業優先交渉権者選考委員会設置規則をここに公布する。

　　令和２年１０月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第３３号

　　　新港突堤西地区再開発事業優先交渉権者選考委員会設置規則

　（設置）

第１条　執行機関の附属機関に関する条例（昭和３１年１１月条例第３６号）第１条第２項の規定に

　基づき，新港突堤西地区再開発事業優先交渉権者選考委員会（以下「委員会」という。）を

　設置する。

　（所掌事務）

第２条　委員会は，市長の諮問に応じ，新港突堤西地区（第２突堤）に係る再開発事業の実施

　について，本市と優先的に交渉する権利を与える事業者の選考に関する事項について調査審

　議する。

　（組織）

第３条　委員会は，委員７人以内で組織する。

２　委員会に，特別の事項を調査審議させるため必要があるときは，臨時委員を置くことがで

　きる。

３　委員及び臨時委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱し，又は任命する。

　⑴　学識経験を有する者

　⑵　市職員

　⑶　前２号に掲げる者のほか，市長が特に必要があると認める者

　（任期）

第４条　委員の任期は，令和３年３月３１日までとする。

２　臨時委員は，その者の委嘱又は任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したと

　きは，解嘱され，又は解任されるものとする。
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　（委員長）

第５条　委員会に委員長を置き，委員の互選により選任する。

２　委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。

３　委員長に事故があるときは，あらかじめその指名する委員が，その職務を代理する。

　（議事）

第６条　委員会は，委員長が招集し，委員長がその議長となる。

２　委員会は，委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ，会議を開き，

　議決することができない。

３　委員会の議事は，委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決

　し，可否同数のときは，委員長の決するところによる。

　（意見の聴収等に関する協力の要請）

第７条　委員会は，必要があると認めるときは，第三者の出席及び意見の聴取並びに第三者か

　らの資料の提出に関し，協力を要請するものとする。

　（除斥）

第８条　議事について直接の利害関係を有する委員は，その議事に加わることができない。た

　だし，委員会の同意があるときは，会議に出席し，発言することができる。

　（会議の公開等）

第９条　委員会の会議は，公開しない。ただし，委員の発議により，委員及び議事に関係のあ

　る臨時委員で会議に出席したものの過半数で議決したときは，この限りでない。

　（庶務）

第１０条　委員会の庶務は，港湾局経営課において処理する。

　（施行細目の委任）

第１１条　この規則に定めるもののほか，議事の手続その他の委員会の運営に関し必要な事項は，

委員長が委員会に諮って定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，公布の日から施行する。

　（失効）

２　この規則は，令和３年３月３１日限り，その効力を失う。

  告     示  

神戸市告示第５１４号

　土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第２項の規定に基づき，形質変更時要届出区

域の一部の指定を次のとおり解除する。

　　令和２年１０月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　一部の指定を解除する形質変更時要届出区域

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１５０



 

 

����

��������	
��������������������������

�����������

�����������

����������������

���������

��

�����������������

��������	
������������������������



神戸市告示第５２７号

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

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

る。

　　令和２年１０月１４日

     神戸市長　久　元　喜　造

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第５２８号

　次の地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規

定により，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。

　　令和２年１０月１５日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　原野自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区山田町原野字クノ木２番地  

　⑶　代表者の氏名  

　　　修理　隆夫  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区山田町原野字クノ木１１番地  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「中西　重昭」を「修理　隆夫」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市北区山田町原野字札場２１番地の３」を「神戸市北区山田町原野字クノ木１１番 

　　地」に改める。   

３　変更の年月日   

　　令和２年３月２８日

   

―――――――――――――――――

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１５２

名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
指定年月日

（対象となる寄附金）
指定番号

公立大学法人　神戸市看護大学

理事長　北　徹

神戸市西区学園西町三丁目４番地

令和２年１０月９日

（令和２年１月１日以降

に支出された寄附金）

２０２００００７



３１５３

神戸市告示第５３３号

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

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

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

告示する。

　　令和２年１０月２７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　三宮保管所及び湊町保管所

　　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

　　　　　（日曜日，祝日及び１２月２８日から１月４日を除く）

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表   

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

兵庫区湊川町２丁目１番１２号

建設局中部建設事務所

電話　５１１－０５１５
令和２年９月８日

台

台

４６

３

自転車

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

中央区小野浜町３番地先

三宮保管所

台

台

３３

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年９月１１日

台

台

１４

０

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１０

０

自転車 

原動機付自転車

春日野道駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年９月１６日

台

台

６０

１

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内



  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第５３４号

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

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

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

告示する。

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１５４

令和２年９月２３日

台

台

１２

１

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１１

１

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年９月２８日

台

台

５０

１

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年９月３０日
台

台

１５５

６

自転車 

原動機付自転車
中央区・兵庫区長期放置

令和２年９月１０日

台

台

５３

１

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

兵庫区湊町１丁目３５

湊町保管所

台

台

７

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年９月１４日

台

台

６

１

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２６

０

自転車 

原動機付自転車

新開地駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１０

０

自転車 

原動機付自転車

湊川駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１２

１

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年９月１８日

台

台

９

０

自転車 

原動機付自転車

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年９月２９日

台

台

３４

１

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２３

０

自転車 

原動機付自転車

新開地駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１６

０

自転車 

原動機付自転車

湊川駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１３

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内



３１５５

　　令和２年１０月２７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　魚崎浜保管所及び稗原保管所

　　ア　月曜日から金曜日まで　　　　　午後３時から午後７時まで

　　イ　土曜日 　　　　　　　　　　午後１時から午後５時まで

　　　　（日曜日，祝日及び１２月２８日から１月４日を除く）

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表　   

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

東灘区御影塚町２丁目２７番２０号

建設局東部建設事務所

電話　８５４－２１９１

令和２年９月２日台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

２

３

自転車 

原動機付自転車

阪急御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２２

６

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

灘駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

４

１

自転車 

原動機付自転車

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

岩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

１

自転車 

原動機付自転車

摩耶駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年９月４日台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

７

１

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域



令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１５６

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

甲南山手駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１１

１

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１１

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年９月７日台

台

７

０

自転車 

原動機付自転車

新在家駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

１６

３

自転車 

原動機付自転車

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

大石駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

阪急御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年９月９日台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車

魚崎駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年９月１１日台

台

７

１

自転車 

原動機付自転車

灘駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

摩耶駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

新在家駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１６

６

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年９月１５日台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

魚崎駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域



３１５７ 令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

台

台

２

１

自転車 

原動機付自転車

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年９月１７日台

台

２

１

自転車 

原動機付自転車

阪急御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

７

２

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

新在家駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１１

１

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

０

０

自転車 

原動機付自転車

大石駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年９月１８日台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

３

２

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年９月２４日台

台

１３

３

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

大石駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

灘駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

２

自転車 

原動機付自転車

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

岩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

摩耶駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年９月２９日台

台

４

３

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

阪急御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２１

１

自転車 

原動機付自転車

灘区管内

自転車等長期放置

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

１

自転車 

原動機付自転車

魚崎駅周辺

自転車等放置禁止区域



―――――――――――――――――

神戸市告示第５３５号

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

し，同条第２項の規定により，令和２年１０月２８日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和２年１１月１０日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年１０月２７日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第５３６号

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

し，同条第２項の規定により，令和２年１０月２８日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和２年１１月１０日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年１０月２７日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

　  　　

―――――――――――――――――

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１５８

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

最大　 １０．００

最小　　５．５０

９４．８０新神戸市北区長尾町上津字団

子坂３５４９番１地先から

神戸市北区長尾町上津字上

流田５８０３番地先まで

長尾里１４３号

線

市道

最大　　３．２０

最小　　２．８０

９２．４０旧

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

最大　　３．９０

最小　　３．６０

１３．００新神戸市西区伊川谷町潤和字

石塚１５２７番４地先から

神戸市西区伊川谷町潤和字

石塚１５２８番３地先まで

潤和７号線市道

最大　　３．９０

最小　　３．２０

１３．００旧

台

台

３１

１

自転車 

原動機付自転車

東灘区管内

自転車等長期放置



３１５９

神戸市告示第５３７号

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

し，同条第２項の規定により，令和２年１０月２８日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和２年１１月１０日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年１０月２７日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）
区　　　間路線名

道路の

種類

最大 　１１．８０

最小　　４．５０

　　　５７３．９０神戸市北区淡河町北僧尾字柳谷

２０６６番地先から　

神戸市北区淡河町北僧尾字下切

１９５８番２地先まで

北僧尾２６号線市道

最大 　１４．２０

最小　　４．００

９３５．５０神戸市北区淡河町北僧尾字柳谷

２３４番２地先から　

神戸市北区淡河町北僧尾字内野

１８８６番地先まで

北僧尾２７号線

最大 　２０．４０

最小　　４．５０

５２１．４０神戸市北区淡河町北僧尾字柳谷

２３４番１４地先から　

神戸市北区淡河町北僧尾字二ツ池

２０１８番地先まで

北僧尾２８号線

最大 　１５．８０

最小　　４．１０

８７３．４０神戸市北区淡河町北僧尾字柳谷

２０７９番２地先から　

神戸市北区淡河町北僧尾字堂ノ後

１９６２番地先まで

北僧尾２９号線

最大　　９．９０

最小　　５．４０

１７７．２０神戸市北区淡河町北僧尾字柳谷

２０７０番地先から　

神戸市北区淡河町北僧尾字二ツ池

２０３６番地先まで

北僧尾３０号線

最大　　９．１０

最小　　４．８０

４４．３０神戸市北区淡河町北僧尾字二ツ池

２０６０番地先から　

神戸市北区淡河町北僧尾字込山

３６０番２地先まで

北僧尾３１号線

最大 　１１．２０

最小　　４．８０

１７０．９０神戸市北区淡河町北僧尾字二ツ池

２０２７番地先から　

神戸市北区淡河町北僧尾字込山

３９７番地先まで

北僧尾３２号線

最大　　５．８０

最小　　４．６０

８２．２０神戸市北区淡河町北僧尾字寒風

１９５６番地先から　

北僧尾３３号線



―――――――――――――――――

神戸市告示第５３８号  

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条及び第１０条の規定により，市道路線を次のように認

定し，及び廃止する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，一般の縦覧に供する。

　　令和２年１０月２７日

　     神戸市長　久　元　喜　造

１　認定する市道路線

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１６０

神戸市北区淡河町北僧尾字寒風

１９２５番地先まで

最大 　１２．２０

最小　　４．１０

４１３．１０神戸市北区淡河町北僧尾字寒風

１９２３番１地先から

神戸市北区淡河町北僧尾字寒風

４３３番地先まで

北僧尾３４号線

終　　　点起　　　点路線名

神戸市北区甲栄台４丁目１４番１６３

地先

神戸市北区甲栄台４丁目１４番１６４

地先
北鈴蘭台１１２号線

神戸市北区甲栄台４丁目１４番１７７

地先

神戸市北区甲栄台４丁目１４番３５地

先
北鈴蘭台１１３号線

神戸市北区甲栄台４丁目１４番２０４

地先

神戸市北区甲栄台４丁目１４番２０５

地先
北鈴蘭台１１４号線

神戸市北区甲栄台４丁目１４番２３０

地先

神戸市北区甲栄台４丁目１４番３９地

先
北鈴蘭台１１５号線

神戸市北区甲栄台４丁目１４番２３７

地先

神戸市北区甲栄台４丁目１４番２３１

地先
北鈴蘭台１１６号線

神戸市北区西大池２丁目１番１８８

地先

神戸市北区西大池２丁目１番１９６

地先
大池１０３号線

神戸市北区西大池２丁目１番２０３

地先

神戸市北区西大池２丁目１番２３４

地先
大池１０４号線

神戸市北区西大池２丁目１番２１６

地先

神戸市北区西大池２丁目１番２２４

地先
大池１０５号線

終　　　点起　　　点路線名

神戸市北区山田町小部字北ノ谷２６

番１０地先

神戸市北区山田町小部字北ノ谷１４

番地先
山田里３４１号線

神戸市西区北別府１丁目１４９８番１

地先

神戸市西区北別府１丁目１３０７番地

先
伊川谷里８０２号線

神戸市西区玉津町二ツ屋字矢ノ脇

１１８番地先

神戸市西区玉津町二ツ屋字矢ノ脇

１２０番１地先
玉津里２７６号線



３１６１

２　廃止する市道路線　

―――――――――――――――――

神戸市告示第５３９号

　次の市営住宅について，神戸市営住宅条例（平成９年条例第１２号）第３３条第３項の規定によ

り告示する。

　　令和２年１０月２７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　市長が告示する市営住宅（ペット飼育可能住宅）

２　施行日

　　令和２年１１月１日

―――――――――――――――――

神戸市告示第５４０号

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

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

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

　　令和２年１０月２７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造

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

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

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　⑴　西部保管所・西代保管所

　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

　⑵　須磨保管所・名谷保管所

　　ア　火曜日・木曜日　午後３時から午後７時まで

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

神戸市西区岩岡町岩岡字下場２６７９

番２地先

神戸市西区岩岡町岩岡字下場２６８０

番３地先
岩岡第１２６号線

神戸市北区有野町有野字馬場２４２９

番３地先

神戸市北区有野町有野字荒堀２４２５

番３地先

有野町合併第１１６

号線

神戸市須磨区大手町５丁目６３番２

地先

神戸市須磨区大手町８丁目６８番地

先

板宿大手方面第

１２６号線

備考位置名称

３号棟のみ神戸市垂水区王居殿２丁目１０番神戸市営王居殿第二住宅



　　　　（ただし，即時撤去日より７日間は⑴と同様の運用とする。）

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

 

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１６２

問 い 合 わ せ 先
撤去及び保管した

年月日

撤去及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管および

返還の場所

神戸市須磨区妙法寺字ヌメリ石

１番地の１

建設局西部建設事務所

電話　７４２－２４２４

令和２年９月８日
台１９自転車

高速長田駅周辺

自転車等放置禁止区域
長田区西代通１丁目１番

西代保管所
台１０自転車長田区管内長期放置

令和２年９月９日

台

台

５６

１

自転車

原動機付自転車

新長田駅周辺

自転車等放置禁止区域
長田区御屋敷通２丁目６番

西部保管所
台２１自転車長田・須磨区管内長期放置

令和２年９月１０日
台５自転車

須磨・須磨海浜公園駅周辺

自転車等放置禁止区域
須磨区須磨浦通２丁目２番

須磨保管所
台３自転車須磨区管内長期放置

令和２年９月１５日

台５自転車
鷹取駅（南・北）周辺

自転車等放置禁止区域長田区御屋敷通２丁目６番

西部保管所 台

台

３８

１

自転車

原動機付自転車
長田・須磨区管内長期放置

令和２年９月１６日台７自転車
板宿駅周辺

自転車等放置禁止区域

長田区西代通１丁目１番

西代保管所

令和２年９月１７日
台６自転車

名谷駅周辺

自転車等放置禁止区域
須磨区西落合６丁目１番

名谷保管所
台４自転車須磨区管内長期放置

令和２年９月２３日
台１５自転車

高速長田駅・西代駅周辺

自転車等放置禁止区域
長田区西代通１丁目１番

西代保管所
台６自転車長田区管内長期放置

令和２年９月２４日

台１６自転車
新長田駅周辺

自転車等放置禁止区域長田区御屋敷通２丁目６番

西部保管所 台

台

２７

３

自転車

原動機付自転車
長田・須磨区管内長期放置

令和２年９月２９日
台

台

１８

１

自転車

原動機付自転車

板宿駅周辺

自転車等放置禁止区域

長田区西代通１丁目１番

西代保管所



３１６３

  公     告  

神戸市公告第６８８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１０月９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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

中突堤地区歩道改良照明設備工事工 事 名

神戸市中央区波止場町工事場所

令和３年３月２６日完成期限

中突堤地区歩道改良に伴う，照明設備を設置・取替する工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１６４

　・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９日（金）～１０月１６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１９日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２０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２１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



３１６５

　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６８９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１０月９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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１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

若菜神戸線（サンセット通り）駐輪場基盤整備工事工 事 名

神戸市中央区北長狭通２丁目工事場所

令和３年２月２６日　完成期限

工事延長　Ｌ＝１７２ｍ，土工　一式，歩道舗装工　Ａ＝３４２㎡，

車室舗装工　Ａ＝２１１㎡，　　区画線工　Ｌ＝４１５ｍ
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

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木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。

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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１６６

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１０月９日（金）～１０月１６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１９日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２０日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

方　　法



３１６７

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６９０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１０月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

入札説明書等によります。

令和２年１０月２１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

東部工区歩道改良工事工 事 名

神戸市東灘区青木２，３丁目工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

舗装工　５１４㎡，　　排水構造物工　１５８．５ｍ，　　防護柵工　１５２ｍ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



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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１６８

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木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



３１６９

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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

令和２年１０月９日（金）～１０月１６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１９日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２０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２１日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



神戸市公告第６９１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１０月９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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１７０

本庁舎１号館議会棟扉改修工事工 事 名

神戸市中央区加納町６丁目５－１工事場所

令和３年２月２６日完成期限

本庁舎１号館２５階～３０階の電気錠取替え及び取替えに伴う建具改修工事，これ

に伴う電気設備改修工事
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

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

建築一般の総合点数が９００点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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



３１７１

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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，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９日（金）～１０月２３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２６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２７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２８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



　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６９２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１０月９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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１７２

妙法寺川改修工事その１４工 事 名

神戸市須磨区板宿町１丁目工事場所

令和３年７月３０日完成期限

施工延長　Ｌ＝７１ｍ，土工　一式，護岸工　Ｌ＝７０ｍ，帯工　１箇所工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行なう事後審査型を適用する。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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級　

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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。

その他



３１７３

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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

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１０月９日（金）～１０月２３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２６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２７日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

方 法



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６９３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１０月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１７４

入札説明書等によります。

令和２年１０月２８日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

長田楠日尾線（福原）電線共同溝整備工事（その１）工 事 名

神戸市兵庫区西上橘通１丁目～西上橘通２丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

電線共同溝Ｌ＝１４６．８ｍ，道路復旧工１式，道路付属施設工（照明）１式，

仮設工１式
工事概要



３１７５

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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

土木一般の総合点数が９２０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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

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



　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１７６

令和２年１０月９日（金）～１０月２３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２６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２７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

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２８日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



３１７７

　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６９４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１０月９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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

住吉橋補修工事工 事 名

神戸市兵庫区明和通１丁目他工事場所

令和３年６月３０日完成期限

橋長　Ｌ＝２０５ｍ

支承塗装工　Ｎ＝２４基，水平力分担構造設置工　Ｎ＝８箇所，

ひび割れ注入工　一式，ひび割れ充てん工　一式，断面修復工　一式，

塗替塗装工　一式

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

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

プレストレストコンクリート工事の総合評点値が７００点以上

　ただし，平成３０年１０月３０日以降の審査基準日のものに限る。

経営審査事項の

結果の点数

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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１７８

　　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９日（金）～１０月２３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２６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２７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２８日（水）午前１０時３０分日 時



３１７９

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６９５号

　農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定に基づき，農用地利用

集積計画を次のように定めたので，同法第１９条の規定により公告します。

　　令和２年１０月１２日

    神戸市　 　　　　　　　　　　

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

１　利用権の設定を受ける者の氏名及び住所

　　別表のとおり

２　前項に規定する者が利用権の設定を受ける土地の所在，地番，地目及び面積

　　別表のとおり

３　第１項に規定する者に前項に規定する土地について利用権の設定を行う者の氏名及び住所

　　別表のとおり

４　第１項に規定する者が設定を受ける利用権の種類，内容（土地の利用目的を含む。），始

　期，存続期間並びに借賃及びその支払の方法

　　別表のとおり

５　第１項に規定する者が設定を受ける利用権の条件

　　別表に定めるもののほか，次に定めるところによる。

　⑴　借賃の支払猶予

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



　　　利用権の設定を行う者（以下「甲」という。）は，災害その他やむを得ない事由のため，

　　利用権の設定を受ける者（以下「乙」という。）が借賃の支払期限までに借賃の支払をす

　　ることができない場合は，相当と認められる期日までその支払を猶予する。

　⑵　借賃の減額

　　　利用権の設定を受ける土地（以下「目的物」という。）が農地である場合において，別

　　表に定める借賃の額が災害その他不可抗力により，３０％を超える損害を被った場合，乙は，

　　甲に対して借賃の減額を請求することができる。　

　　　減額されるべき額は，甲及び乙が協議して定めるものとし，その協議が調わないときは，

　　神戸市が認定した額とする。

　⑶　解約権の留保の禁止

　　　甲及び乙は，別表に定める利用権の存続期間の中途において解約する権利を有しない。

　　ただし，特別の事情があるときは，あらかじめ市と協議の上，所定の手続きを経て解約す

　　ることができる。また，乙は，農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第 

　　１０１号）第２０条に規定する知事の承認を受けたときは，農地中間管理権に係る賃貸借又は

　　使用貸借を解除することができる。

　⑷　転貸又は譲渡の禁止

　　　乙は，目的物を転貸し，又は利用権を譲渡してはならない。

　　　ただし，兵庫六甲農業協同組合（農地利用集積円滑化団体），（公社）兵庫みどり公社

　　（農地中間管理機構）については，この限りではない。

　⑸　修繕及び改良

　　ア　甲は，乙の責めに帰すべき事由によらないで生じた目的物の損耗について自らの費用

　　　と責任において修繕する。ただし，緊急を要するときその他甲において修繕することが

　　　できない場合で甲の同意があったときは，乙が修繕することができる。この場合におい

　　　て，乙が修繕の費用を支出したときは，甲に対してその償還を請求することができる。

　　イ　乙は，甲の同意を得て，目的物の改良を行うことができる。ただし，その改良が軽微

　　　である場合は，甲の同意を要しない。

　⑹　租税公課等の負担

　　ア　甲は，目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

　　イ　乙は，目的物に係る農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）に基づく共済掛金及び

　　　賦課金を負担する。

　　ウ　目的物に係る土地改良区の賦課金，水利費その他の費用については，甲及び乙が別途

　　　協議するところにより負担する。

　⑺　目的物の返還

　　ア　利用権の存続期間が満了したときは，乙は，その満了の日から７日以内に，甲に対し

　　　て目的物を原状に回復して返還する。ただし，災害その他の不可抗力，修繕若しくは改

　　　良行為による形質の変更又は目的物の通常の利用によって生じる形質の変更については，

　　　乙は，原状回復の義務を負わない。

　　イ　乙は，目的物の改良のために支出した有益費については，その返還時に増価額が現存

　　　している場合に限り，甲の選択に従い，その支出した額又は増加額（土地改良法（昭和

　　　２４年法律第１９５号）に基づく土地改良事業により支出した有益費については，増価額。

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１８０
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　　　以下同じ。）の償還を請求することができる。

　　ウ　イにより有益費の償還請求があった場合において甲及び乙の間でその支出した額又は

　　　増価額について協議が調わないときは，甲及び乙双方の申出に基づき市が認定した額を，

　　　その支出した額又は増加額とする。

　　エ　乙は，イによる場合その他法令による権利の行使である場合を除き，目的物の返還に

　　　際し，名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。

　⑻　利用権に関する事項の変更の禁止

　　　甲及び乙は，この農用地利用集積計画に定めるところにより設定される利用権に関する

　　事項は変更しないものとする。ただし，甲，乙及び市が協議の上，真にやむを得ないと認

　　められる場合は，この限りでない。

　⑼　利用権取得者の責務

　　　乙は，この農用地利用集積計画の定めるところに従い，目的物を効率的かつ適正に利用

　　しなければならない。

　⑽　その他

　　　この農用地利用集積計画に定めのない事項及びこの農用地利用集積計画に関し疑義が生

　　じた事項は，甲，乙及び市が協議して定める。

別表

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

設定を受ける利用権
利用権の設定を
行う者（甲）

利用権の設定を
受ける土地

利用権の設定を
受ける者（乙）

借賃の支払

の方法

借賃

（年額）

存続期間

（終期）
始　期

内容（土地
の利用目的
を含む。）

種類住　所氏　名
面積

（㎡）
地目

所在及び

地番
住　所氏　名

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する預金口

座へ振り込

む。

６，５００

円

令和６年

１２月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

山田町

大谷　とし

ゑ

８１５田神戸市北区

長尾町宅原

字天神３５３２

神戸市北区

長尾町

植田　勝也

令和７年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市西区

南別府

中西　功３４９田神戸市西区

南別府４丁

目２３５－１

神戸市西区

南別府

井上　喜一

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

４０，０００

円

令和７年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

神出町

中日奈　佐

和子

１，４６３

　

田神戸市西区

神出町紫合

字中筋３２９

－１

神戸市垂水

区朝谷町

山口　修司

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

７０９，８１７

円

令和１１年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

伊川谷町

森本　偉士３，００１

　

田神戸市西区

伊川谷町前

開字縄手

９４２－２

神戸市垂水

区学が丘

石丸　雄也

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

２０，１７０

円

令和１２年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

押部谷町

中垣　正光２，０１７

　

田神戸市西区

押部谷町木

見字堂ノ下

２２９

神戸市西区

押部谷町

筒井　克彦



―――――――――――――――――

神戸市公告第６９８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１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１８２

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

２８，２２０

円

２，８２２

　

田神戸市西区

押部谷町木

見字堂ノ下

２３０

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

４，５７７

円

令和１２年

１１月３０日

令和２年

１０月３１日

水田として

利用

賃借権明石市本町中村　好晴２８４田神戸市西区

平野町向井

字祇園尾

１０１

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
１０，７５５

円

６６７田神戸市西区

平野町向井

字祇園尾

１０２

６，９７９

円

４３３田神戸市西区

平野町向井

字祇園尾

１０９

３，６４２

円

普通畑とし

て利用

２２６畑神戸市西区

平野町向井

字祇園尾

５４１

９，３００

円

水田として

利用

５７７田神戸市西区

平野町向井

字祇園尾

５４６－１

３，３２０

円

２０６田神戸市西区

平野町向井

字祇園尾

５４６－２

８，２０４

円

５０９田神戸市西区

平野町向井

字祇園尾

５４７

３，２２３

円

２００田神戸市西区

平野町向井

字祇園尾

５４８

令和１２年

１１月３０日

令和２年

１０月３１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市西区

伊川谷町

藤木　毅１，８０８

　

田神戸市西区

神出町小束

野字大澤

２７２

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗

令和１２年

１１月３０日

令和２年

１０月３１日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市西区

南別府

池田　修己３，１６４

　

田神戸市西区

神出町小束

野字大澤

２７３

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

４，８９０円令和１２年

１１月１５日

令和２年

１０月３１日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

岩岡町

田中　信幸４８９田神戸市西区

岩岡町岩岡

字庄太夫場

２９７８－１

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
３，４００円３４０田神戸市西区

岩岡町岩岡

字庄太夫場

２９７８－２



３１８３

　　令和２年１０月１４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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

神戸臨床研究情報センター自動火災報知設備他改修工事工 事 名

神戸市中央区港島南町１丁目５―４工事場所

令和３年３月５日完成期限

神戸臨床研究情報センター内に設置されている自動火災報知設備及び発電設備

用蓄電池等の改修工事一式
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

消防施設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「消防施設」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　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法　

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１８４

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年１０月１４日（水）～１０月２０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２１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２２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２３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



３１８５

　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６９９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１０月１４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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１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

下畑トンネル覆工調査準備工事工 事 名

神戸市垂水区下畑町工事場所

令和３年２月２６日完成期限

既設はく落対策材撤去工：５２６．５㎡，はく落防止シート設置工：５２６．５㎡，

仮設工：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

とび・土工工事業又は防水工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木専門・とび・土

工」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。

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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１８６

　・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）～１０月２３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２６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２７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２８日（水）午前１０時３０分日 時

開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行する

ので，その内容を確認し，印刷，保存すること。
方　　法



３１８７

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７００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１０月１４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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

　ア　落札候補者がある場合　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　「取止め通知書」

垂水処理場　本場１－１最終沈殿池汚泥かき寄せ機機械設備工事工 事 名

神戸市垂水区平磯１丁目１－６５　垂水処理場内工事場所

令和３年７月３０日完成期限

本工事は，垂水処理場内の本場１系最終沈殿池設備の改築更新を行うものであ

る。

本場１－１最終沈殿池汚泥かき寄せ機機械設備工・・・１式

工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。
前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行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

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１８８

単独企業形態

機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　下水道法上の終末処理場の沈殿池において，チェーンフライト式汚泥

かき寄せ機（合成樹脂製）を新設又は更新する工事を元請として平成１７

年度以降に完成させた実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　平成３０年１０月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２年１０月１４日（水）～１０月２７日（火）受付期間



３１８９

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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

※　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

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１０月２８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２９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３０日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　「取止め通知書」

方　　法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



神戸市公告第７０１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１０月１４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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１９０

神戸三田線有馬口トンネル電気室他新築工事工 事 名

神戸市北区有野町唐櫃工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年７月３０日完成期限

電気室（鉄筋コンクリート造　平屋建て　２１６㎡）及び消化水槽（鉄筋コンク

リート造　平屋建て　３２㎡）新築工事一式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級　

⑴　神戸市内に本店を有すること

⑵　平成３０年１０月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



３１９１

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法　

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

※　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。

第１日目　令和２年１０月２８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２９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１４日（水）～１０月２７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

令和２年１０月３０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



　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７０２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１０月１４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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１９２

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

湊川公園橋補修工事工 事 名

神戸市兵庫区新開地１丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

橋長　Ｌ＝４８．５５ｍ　

ひび割れ補修工　１式，　断面修復工　１式，表面保護工　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。

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

その他



３１９３

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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

第１日目　令和２年１０月２８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２９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１４日（水）～１０月２７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



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７０３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１０月１４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１９４

令和２年１０月３０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

ポートピア大通り緑道改良工事（その３）工 事 名

神戸市中央区港島中町６丁目工事場所

令和３年２月２８日完成期限

透水性平板ブロック舗装工　Ａ＝８０９㎡，　

石畳風半たわみ性舗装工　Ａ＝９５０㎡，歩道橋舗装工　Ａ＝３０４㎡，　

照明灯設置工　Ｎ＝８基

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
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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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

土木一般の総合点数が９２０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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



　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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１９６

第１日目　令和２年１０月２８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２９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１４日（水）～１０月２７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

令和２年１０月３０日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方　　法

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無
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神戸市公告第７０４号

　総合評価落札方式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１０月１４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

２　担当部局

　　〒６５８－００２３　神戸市東灘区深江浜町１番地の１（東部市場　管理棟３階）

　　神戸市経済観光局中央卸売市場運営本部東部市場管理係

　　ＴＥＬ　０７８－４１３－７０７１

３　入札手続の種類

　　この案件は，入札手続において提案書の提出を求め，入札者の提示する技術，専門的知識，

　創意工夫等（以下「技術等」という。）と入札価格とを総合的に評価して落札者を決定する

　総合評価落札方式の入札案件である。

４　競争入札参加資格

　　次に掲げる条件をすべて満たしていること。

　⑴　地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

　⑵　令和２・３年度神戸市入札参加資格（工事請負または物品等）を有すること。

　⑶　過去１０年以内に施設管理業務または設備管理業務において，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。

　⑷　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく

　　更生手続き又は再生手続きを行っている者でないこと。

　⑸　入札参加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

　　名停止基準要綱に基づく指名停止を受けていないこと

　⑹　神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けていない

　　こと

５　総合評価に関する事項

　⑴　入札価格に対する得点（以下「価格点」という。）の算出方法は次のとおりとする。

　　　価格点＝（提案価格の中の最低価格／入札価格）×価格点に配分された得点の満点（価

　　格点は，小数点第１位を四捨五入するものとする。）　

　⑵　技術等に対する得点（以下「技術点」という。）については，落札者決定基準に従い，

　　評価するものとする。

　⑶　総合評価は，入札者の価格点と技術点を合計した値（以下「総合評価点」という。）を

　　もって行う。　

６　入札に必要な書類を示す場所

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

神戸市中央卸売市場東部市場施設管理業務委託委 託 名

東部市場における日常運転・監視，各種点検並びに緊急対応等の施設管理業務業務概要

神戸市東灘区深江浜町１番地の１履行場所

令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで履行期間



　　２の担当部局

７　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。

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

９　入札及び提案書の提出期限及び方法

１０　開札予定日時及び方法

１１　落札者の決定方法

　⑴　次のいずれの要件にも該当する者のうち，総合評価点の最も高い者を落札者とする。

　　ア　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

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

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

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

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３１９８

　令和２年１０月１４日（水）～令和２年１０月３０日（金）

　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「２　

担当部局」に必着のこと。

　持参による場合は，神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）

第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く

　午前９時～正午，午後１時～午後５時

提出期間

　２の担当部局提出場所

　令和２年１１月３０日（月）午前１０時期　　限

　神戸市東灘区深江浜町１番地の１　（東部市場管理棟３階）

　神戸市経済観光局中央卸売市場運営本部東部市場管理係
提出場所

⑴　持参して行うこととし，郵送及び電送（ファックス，電子メール等）によ

　るものは認めない。入札代理人が持参する場合は，別途委任状を提出するこ

　と。　

⑵　入札書及び業務費内訳書を一つの封筒に入れ，入札書に押印した印鑑と同

　じ印で封印し申請する「委託業務名」及び「入札書在中」並びに「入札参加

　者名」を記載する。

⑶　提案書（紙書類及びＣＤ－ＲＯＭ）については⑵の封筒とは別に提出する

　ものとする。「委託業務名」及び「入札参加者名」を記載する。

方　　法

　令和２年１１月３０日（月）午前１０時３０分日　　時

　神戸市東灘区深江浜町１番地の１　東部市場管理棟３階　大会議室場　　所

⑴　入札書は，上記の日時・場所において開札し，入札金額内訳書は入札書の

　開札後に全ての入札参加者について確認を行うものとする。この場合におい

　て，入札者が開札に立ち会わないときは，当該入札事務に関係のない職員を

　立ち会わせるものとする。

⑵　提出した入札書及び入札金額内訳書は，引換え又は取消しをすることがで

　きない。また，提出した提案書についても，追加，書換え，引換え又は撤回

　をすることができない。

方　　法
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　　　は失格として取扱う。）　

　⑵　総合評価点が最も高い者が２者以上あるときは，価格点の最も高い者を落札者とする。

　　価格点も同点の場合は落札者決定基準に従って落札者を決定する。

　⑶　提出書類作成要領に基づかない提案書については，評価の対象とせずに失格とする場合

　　がある。

１２　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。

１３　入札の無効

　⑴　神戸市契約規則第１２条各号に該当するとき

　⑵　一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは，いったん開札して確認のう

　　え，すべての入札書を無効とする。　

　⑶　９の方法によらないで提出された入札書及び入札金額内訳書並びに提案書（期限までに

　　到達しなかった場合を含む。）は，これを無効とする。　

　⑷　提出書類に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし，無効の入札を行った者を落札者

　　としていた場合には落札決定を取り消すものとする。なお，競争入札参加資格があると確

　　認された者であっても，落札決定の時においてに４に規定する競争入札参加資格を満たさ

　　なくなった場合は，競争入札参加資格のない者に該当するものとする。　

　⑸　入札金額内訳書を確認し，記載すべき重要事項が欠けている，記載金額が入札価格と著

　　しく乖離している等業務を確実に履行することができないと認められるときは，当該入札

　　書は無効とする。入札金額内訳書が添付されていない場合（⑷の規定により無効となった

　　場合を含む。）も，当該入札書を無効とする。　

　⑹　提案書の提出がない場合（⑷の規定により無効となった場合を含む。）は当該入札を無

　　効とする。　

　⑺　無効とした入札書及び入札金額内訳書は，返却しないものとする。

―――――――――――――――――

神戸市公告第７０５号

　神戸農業振興地域整備計画を変更し定めるので，農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４

年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１１条第１項の規定により，当該変更に係

る神戸農業振興地域整備計画案について変更理由を付して，令和２年１０月１４日の翌日から起算

して１５日間（令和２年１０月２９日まで）神戸市経済観光局農政計画課において縦覧に供します。

　なお，上記の縦覧期間中に神戸市民は同法第１１条第２項に基づき神戸農業振興地域整備計画

案に対して，神戸市に意見書を提出することができます。

　また，神戸農業振興地域整備計画案のうち農用地利用計画案に係る農用地区域内にある土地

の所有者その他その土地に関し権利を有する者は，同法第１１条第３項に基づき農用地利用計画

案に対して異議があるときは，令和２年１０月２９日の翌日から起算して１５日以内（令和２年１１月

１３日まで）に神戸市までこれを申し出ることができます。

　　令和２年１０月１４日

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号



    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

１　意見書の提出先等

　⑴　提出先　神戸市経済観光局農政計画課

　⑵　提出方法及び提出期限

　　　　郵送，持参による提出とし，電話による意見は受け付けません。なお，郵送による提

　　　出期限は，縦覧完了日の令和２年１０月２９日の消印のあるものまでとします。

　　　　　郵送及び持参先：郵便番号６５１－００８７　

  　　　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号三宮ビル東館３階

　　　　　　　　　　　　　神戸市経済観光局農政計画課

　⑶　提出にあたっての注意事項

　　ア　意見書は，農業振興地域整備計画案に対する意見以外は提出することはできません。

　　イ　意見書には，個人の場合にあっては，住所，氏名，職業を，法人の場合にあっては，

　　　法人名，代表者名，事業所の所在を記載してください。

　　ウ　提出された意見書は，その内容を公表する場合があります。

　　エ　提出のあった意見には個別の回答はせず，神戸農業振興地域整備計画の公告時に，意

　　　見の要旨とその処理方法を併せて公告します。

　⑷　意見書の処理方法

　　　　提出された意見については，必要に応じ神戸農業振興地域整備計画案の修正意見とし

　　　て取り入れることとします。なお，その際には，神戸農業振興地域整備計画の変更公告

　　　時にその処理結果を公表します。

２　異議申出の際の提出先等

　⑴　提出先　神戸市経済観光局農政計画課

　⑵　提出方法及び提出期限

　　　　郵送，持参による提出とし，縦覧完了日の翌日（令和２年１０月３０日）から令和２年１１

　　　月１３日までに提出されたものとします。

　　　　　郵送及び持参先：郵便番号６５１－００８７　

  　　　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号三宮ビル東館３階

　　　　　　　　　　　　　神戸市経済観光局農政計画課

　⑶　提出にあたっての注意事項

　　　異議の申出は，次の事項を記載した書面に異議申出人が押印して行うこととします。異

　　議申出人が法人その他社団若しくは財団であるとき，総代を互選したとき，又は代理人に

　　よって異議申出をするときは，異議申出書には，次の事項のほか，その代表若しくは管理

　　人，総代又は代理人の氏名及び住所を記載すること。

　　・異議申出人の氏名及び年齢又は名称並びに住所

　　・異議申出に係る農用地利用計画の案

　　・異議申出人が，農用地利用計画の案に係る当該農用地区域内の土地について有する所有

　　　権その他の権利の種類及びその土地の所在並びにその土地について異議申出人以外の者

　　　が有する所有権，その他権利の種類及びその者の氏名又は名称及び住所

　　・異議の申出に係る農用地利用計画の案の縦覧があったことを知った日

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３２００



３２０１

　　・異議申出の趣旨及び理由

　　・神戸市の異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容

　　・異議申出の年月日

―――――――――――――――――

神戸市公告第７１８号

　ポートアイランド（第２期）製造工場用地の買受人にかかる令和２年度の第１回公募を次の

とおり行います。

　　令和２年１０月２７日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　公募区画

注　１）　契約は，実測面積の数量にて締結します。

　　　　　なお，当該区画の地番及び面積は，分筆登記後に確定します。　

　　２）　当該公募区画の分割はできません。

　　３）　建ぺい率６０％，容積率２００％です。

２　現地見学会

　　令和２年１１月１７日（火）１０時～１１時　※要事前予約，雨天決行

　　申込み方法等は，公募のしおりをご覧ください。

３　申込受付期間

　　令和２年１２月４日（金）から同年１２月１１日（金）午後５時まで

４　買受人の決定

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

　　す。

　　※　選考の結果，申込みに添えない場合があることを了承ください。

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

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

　　が低い事業者を買受人として決定し，申込者に通知します。

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

　　じ場合は，抽選にて勝札を得た事業者を買受人として決定し，申込者に通知します。

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

５　契約の締結

　　契約は，買受人の決定通知後，令和３年３月３１日（水）までに，公正証書により締結して

　いただきます。

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

６　土地の引渡し

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

面　　積地　目用途地域所　　在

約２，７００㎡雑種地準工業地域神戸市中央区港島南町３丁目２番１の内



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

　土地引渡書により行います。

７　分譲に関する条件

　⑴　分譲価格

　　　１平方メートル当たり２１４，０００円

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

　⑵　土地売買代金

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

　　１，０００円未満は切捨てとします。

　⑶　土地売買代金の納入方法

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

　　いください。

８　申込み条件等

　⑴　対象事業者

　　ポートアイランド（第２期）製造工場用地の用途（製造工場等）に適合する事業者。

　⑵　申込者の資格

　　　公募のしおりに定める資格要件を満たす者。

　⑶　その他の条件

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

　　の履行等について，公募のしおりに定めるところによります。

９　公募のしおり及び申込用紙の配布

　⑴　配布開始日

　　　令和２年１０月２７日（火）から

　⑵　配布場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２３階

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

１０　申込書の受付場所及び問合せ先

　　配布場所と同じです。

１１　その他

　　公募の詳細については，公募のしおりをご覧ください。

―――――――――――――――――

神戸市公告第７１９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２７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

　　神戸市西区玉津町出合字出口２９８番，２９９番

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３２０２
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２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　加古川市加古川町平野字一ノ橋２４４番５

　　株式会社　コーナン

　　代表取締役　文原　豊

３　許可番号

　　令和元年１１月２６日　　　第 ６９９５ 号

　　（令和２年８月３１日　　第 １３９８ 号）

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第７２０号

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

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

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

す。

　　令和２年１０月２７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　ＰＣＢ廃棄物処分業務一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市福祉局政策課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年８月３１日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　中間貯蔵・環境安全事業株式会社

　　　　北九州ＰＣＢ処理事業所長　石垣　喜代志

　　福岡県北九州市若松区響町一丁目６２番２４

５　随意契約に係る契約金額

　　１０４，９００，１８０円

６　契約の相手方を決定した手続

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

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由

　　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成１３年法律第６５ 

　号）第６条第１項の規定に基づき定められた「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」に

　より，高濃度ＰＣＢ廃棄物（安定器）を処理する事業所として，西日本において唯一指定さ

　れているため。

―――――――――――――――――

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号



神戸市公告第７２１号

　マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年６月１９日法律第７８号）第２５条第１項

の規定により，岡本クレセントハイツマンション建替組合から，次の者を理事長に選出した旨

の届出がありましたので同条第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１０月２７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　氏名

　　惠藤　俊哉

２　住所

　　神戸市東灘区岡本１丁目５番５号７０２

―――――――――――――――――

神戸市公告第７２２号

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４８条第６項ただし書の規定による許可の申請に関し，

同条第１５項の規定により次のとおり公開による意見の聴取を行うので，利害関係者で意見のあ

る人は御参集ください。

　　令和２年１０月２７日

   　　　　　　　　（特定行政庁）神戸市長　久　元　喜　造

１　許可しようとする建築物の建築の計画

　⑴　建築主（申請者）の住所及び氏名（法人にあっては，名称及び代表者名）

　　　ア）住所

 　東京都港区元赤坂１丁目１番５号

　　　イ）氏名（法人にあっては，名称及び代表者名）

 　鹿島リース株式会社　代表取締役社長　稲葉　仁

　⑵　建築物の敷地の所在

　　　神戸市西区美賀多台１丁目１番１

　⑶　建築物の用途

　　　劇場及び図書館

　⑷　工事の種別

　　　新築

　⑸　建築物の構造及び規模

　　　ア）構造

 　鉄筋コンクリート造一部鉄骨造

　　　イ）規模

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３２０４

４，０００．００　平方メートル 敷地面積

２，７９３．４３　平方メートル 建築面積

６，１７２．３３　平方メートル 

　（劇場３，６０３．９８　平方メートル）

延べ面積

（許可対象床面積）

地上４階階　　数



３２０５

２　意見の聴取の期日及び場所

　⑴　期日

　　　令和２年１１月４日（水）午後２時３０分から

　⑵　場所

　　　神戸市西区美賀多台１丁目１番２　兵庫建設会館　３階　アクシスホール

３　連絡先

　　神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課　電話０７８－５９５－６５５４

４　その他

　　当日は午後２時から会場にて受付を行います。

　　会場では感染症対策にご協力をお願いします。

　　御参集の方は，マスクの着用をお願いします。

　　当日，発熱のある方や，体調に違和感がある方は，御参集をお控えください。

　　御参集に不安のある方は，事前に，上記連絡先までお問い合わせ願います。

―――――――――――――――――

神戸市公告第７２３号

　神戸複合産業団地（神戸テクノ・ロジスティックパーク）〔工業１７－１工区〕における製造

工場用地の買受人の公募を次のとおり行います。

　　令和２年１０月２７日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　     神戸市長　久　元　喜　造

１　公募区画

　　注　１）　申込みは，公募区画Ａの申込み，または公募区画Ｂの申込みのいずれかによる

　　　　　　　申込みを受け付けます。なお，区画Ｂで契約する場合は，分筆登記後に確定し

　　　　　　　た地番及び面積により締結いたします。

　　　　２）　上記記載以外の公募区画の分割はできません。

　　　　３）　建ぺい率６０％，容積率２００％です。

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

　　　　　　　更）」が定められています。

２　公募のしおり及び申込用紙の配布期間・配布場所

　⑴　配布期間

　　　令和２年１０月２７日（火）から令和２年１２月１１日（金）まで（ただし，土日祝休日は除 

　　く）

　　　午前９時から正午まで，及び午後１時から午後５時まで

　⑵　配布場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２３階
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面　　積地　目用途地域所　　在区画

Ａ　　２８，０１４．７７㎡
宅地工業専用地域

神戸市西区見津が丘６丁目１８番Ａ

Ｂ　約１５，９２０．００㎡神戸市西区見津が丘６丁目１８番の内Ｂ



　　　神戸市都市局新都市事業部企業誘致課／電話（０７８）３２２－５７０３（直通）

３　現地見学会

　　　令和２年１１月１７日（火）午前１０時～１０時３０分　

　　　※要事前予約。申込み方法等は，公募のしおりをご覧ください。

　　　※雨天決行。ただし，荒天の際は変更する場合があります。

４　申込受付期間・受付場所

　　　令和２年１２月４日（金）から令和２年１２月１１日（金）まで（ただし，土日祝休日は除 

　　く）

　　　午前９時から正午まで，及び午後１時から午後５時まで

　　　受付場所等は，２⑵配布場所と同じです。

５　申込み条件等

　⑴　対象事業者

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

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

　　工場等を，自ら建設・経営する事業者

　⑵　申込者の資格

　　　公募のしおりに定める資格要件を満たす者

　⑶　その他の条件

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

　　保証人及び契約の履行等について，公募のしおりに定めるところによります。

６　分譲に関する条件

　⑴　分譲価格

　　　１平方メートル当たり１３５，０００円

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

　⑵　土地売買代金

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

　　１，０００円未満は切捨てとします。

　⑶　土地売買代金の支払方法

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

　　いください。　　　

７　買受人の決定

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

　　　有無について審査します。

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

　　　された買受希望者の内，買受希望する区画が異なる場合は，公募区画Ａを買受希望する

　　　事業者を優先します。買受希望する区画が同一の場合は，買受申込書の提出時に提出さ

　　　れた分譲割引項目選択表の合計割引率が低い事業者を買受人として決定し，申込者に通

　　　知します。

　　⑶　なお，買受申込書の提出時に提出された分譲割引項目選択表において，申込み区画が

　　　同じかつ合計割引率が同じ場合は，抽選にて勝札を得た事業者を買受人として決定し，

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３２０６



３２０７

　　　申込者に通知します。

　　　※選考の結果，申込みに添えない場合があることを了承ください。

８　契約の締結

　　　契約は，令和３年３月３１日（水）までに公正証書により締結していただきます。

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

９　土地の引渡し

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

　　会いの上，現状有姿で土地引渡書により行います。　　

１０　その他

　　　公募の詳細については，公募のしおりをご覧ください。

―――――――――――――――――

神戸市公告第７２４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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市垂水区神和台１丁目２１２８番２２の一部，２１２８番２３の一部，２１２８番２４，神和台２丁目

　　２１７８番１１９，２１７８番１２２，２１７８番１２３，名谷町字春日手２２７４番２の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市垂水区福田５丁目６番７号

　　　神興株式会社

　　　　代表取締役　青山　裕之

３　許可番号

　　令和２年１月８日　第７００５号

　　（変更許可　令和２年８月１１日　第１３８９号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第７２５号

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

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

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

す。

　　令和２年１０月２７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の名称

　　国民健康保険システム改修業務（令和２年度オンライン資格確認対応）に係る委託契約

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号



２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市福祉局国保年金医療課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月１日

４　随意契約の相手方の住所及び氏名

　　富士通株式会社　神戸支社

　　支社長　古見　知康

　　神戸市中央区東川崎町１丁目７番４号

５　随意契約に係る契約金額

　　６１，３０９，１６０円

６　契約の相手方を決定した手続

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

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由

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

　るため。

  水  道  局  

神戸市水道公告第７９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１０月９日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３２０８

学が丘中層配水場流量制御盤他更新工事工 事 名

神戸市垂水区学が丘１丁目９　学が丘中層配水場工事場所

令和３年６月３０日　完成期限

本工事は，学が丘中層配水場の受配電盤，流量制御盤等を更新するもので，必

要な盤類の製作，納入・据付，配線作業及び試験調整の全てを含むものである。

なお，本工事で製作する引込盤，受配電盤，流量制御盤は自社製作品とする。

工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。　前 払 金

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



３２０９

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

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

　上水道施設において，入水制御設備（自社で製作した制御盤を用いた

ものに限る）の新設又は更新において，平成１７年度以降に元請として完

成させた施工実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　平成３０年１０月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２年１０月９日（金）～１０月１６日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時

受付期間



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第８１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１０月１４日

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

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３２１０

　第１日目　令和２年１０月１９日（月）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年１０月２０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

契約監理課提出場所

　令和２年１０月２１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



３２１１

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２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号

東垂水中層配水場塩屋高層送水ポンプ盤他更新工事工 事 名

神戸市垂水区青山台１丁目１１－１　東垂水中層配水場工事場所

令和３年６月３０日　完成期限

本工事は，東垂水中層配水場の塩屋高層送水ポンプ設備の更新工事（別途工

事）に伴い，関連する送水ポンプ制御設備を更新するもので，必要な機器を製

作し，納入，据付，配線，撤去作業及び試験調整等の全てを含むものである。

試験調整等は安定した実動作に至るまでの諸作業を含むものとする。なお，送

水ポンプ制御盤，送水ポンプ機側盤については自社製作品に限る。

工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。　前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　上水道施設において，ポンプ制御設備（自社で製作したポンプ制御盤

を用いたものに限る）の新設又は更新において，平成１７年度以降に元請

として完成させた施工実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　平成３０年１０月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。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３２１２

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式で

　ある場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合に

　は「受付最終日」と読み替えること。

　第１日目　令和２年１０月２１日（水）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年１０月２２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１４日（水）～１０月２０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

　令和２年１０月２３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
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　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。　

  教 育 委 員 会  

　平成１８年２月に認知した神戸市立小学校の金銭授受等事案におけるいじめの有無等を調査す

る委員会設置規則をここに公布する。

　　令和２年１０月１４日

神戸市教育委員会　　　　

教育長　長　田　　　淳　

神戸市教育委員会規則第４号

　　　平成１８年２月に認知した神戸市立小学校の金銭授受等事案におけるいじめの有無等を調

　　　査する委員会設置規則

　（設置）

第１条　執行機関の附属機関に関する条例（昭和３１年１１月条例第３６号）第１条第２項の規定に

　基づき，平成１８年２月に認知した神戸市立小学校の金銭授受等事案におけるいじめの有無等

　を調査する委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

　（担任事務）

第２条　委員会は，当該事案に関して，平成１８年２月における文部科学省のいじめの定義に基

　づくいじめ及び恐喝の有無並びに当該事案の認知当時及びその後の神戸市教育委員会事務局

　及び神戸市立小学校の判断及び対応の適否について調査を行う。

２　委員会は，前項の規定による調査により判明した事実及びその評価並びに再発防止策その

　他必要な事項を記載した報告書を自ら作成し，教育委員会に提出するものとする。

３　職員は，委員会から第１項の調査及び第２項の規定による報告書の作成に係る協力を求め

　られたときは，これに全面的かつ優先的に応じるものとする。

　（組織）

第３条　委員は，公正かつ中立な判断をすることができ，かつ，法律，医療，心理，福祉，又

　は教育に関する専門的知識を有する者のうちから，教育委員会が委嘱する。

２　前条第１項の調査並びに同条第２項の報告書の作成及びこれらに伴う業務（以下「調査 
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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



　等」という。）を補助させるため必要があるときは，委員会に調査補助員を置くことができ

　る。

３　前項の調査補助員は，調査等の補助を行う上で必要な知見を有する者のうちから，教育委

　員会が委嘱する。

４　教育委員会は，前項の委嘱を行うに当たっては，補助を行うべき調査等の範囲を指定する

　ものとする。

　（任期）

第４条　委員の任期は，附則第２項の規定に基づきこの規則が効力を失う日までとする。ただ

　し，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

２　調査補助員は，前条第４項の規定に基づき指定された範囲の調査等が終了したときは，解

　嘱されるものとする。

　（解嘱）

第５条　教育委員会は，委員が次の各号のいずれかに該当するときは，当該委員を解嘱するこ

　とができる。

　⑴　第２条第１項及び第２項に掲げる職務を怠ったとき。

　⑵　第３条第１項の要件を欠くに至ったとき。

　⑶　委嘱条件に違反したとき。

　⑷　前３号に掲げるもののほか，委員たるに適しない非行があったとき。

　（委員長）

第６条　委員会に委員長を置き，委員の互選により選任する。

２　委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。

３　委員長に事故があるときは，あらかじめその指名する委員が，その職務を代理する。

　（議事）

第７条　委員会は，委員長が招集し，委員長がその議長となる。

２　委員会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開き，議決することができない。

３　委員会の議事は，委員で会議に出席したものの過半数で決し，可否同数のときは，委員長

　の決するところによる。

　（意見の聴取等に関する協力の要請）

第８条　委員会は，必要があると認めるときは，第三者の出席及び意見の聴取並びに第三者か

　らの資料の提出に関し，協力を要請するものとする。

　（除斥）

第９条　議事について直接の利害関係を有する委員は，その議事に加わることができない。た

　だし，委員会の同意があるときは，会議に出席し，発言することができる。

　（会議の公開等）

第１０条　委員会は，これを公開する。ただし，委員の発議により，出席委員の過半数で議決し

　たときは，この限りでない。

　（庶務）

第１１条　委員会の庶務は，教育委員会事務局学校教育部児童生徒課において処理する。

　（施行細目の委任）

第１２条　この規則に定めるもののほか，議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は，
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　委員長が委員会に諮って定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，公布の日から施行する。

　（失効）

２　この規則は，次に掲げる日のうちいずれか早い日限り，その効力を失う。

　⑴　この規則の施行の日から起算して２年を経過する日

　⑵　委員会が第２条第２項の報告書の提出を終了した日

　

  訂     正  

　平成３０年１０月３０日付神戸市公報第３５８１号に掲載の農委規程第５号について，誤りがありまし

たので次のとおり訂正します。

（２８４３ページ　上から２６行目）

誤

２　運営委員会は，運営委員の４分の３以上の者が出席しなければ開くことができない。

正

３　運営委員会は，運営委員の４分の３以上の者が出席しなければ開くことができない。

―――――――――――――――――

　令和２年１０月１３日付神戸市公報第３６７９号に掲載の神戸市公告第６１５号について，誤りがあり

ましたので次のとおり訂正します。

（２９００ページ　下から４行目）

誤

正

（２９０１ページ　上から３行目）

誤

正
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令和２年９月３０日（水）～１０月６日（火）受付期間

令和２年９月３０日（水）～１０月９日（金）受付期間

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

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



（２９０１ページ　上から１０行目）

誤

正

令和２年１０月２７日   神  戸  市  公  報   第３６８１号 ３２１６

令和２年１０月９日（金）午前１０時３０分日　　時

令和２年１０月１４日（水）午前１０時３０分日　　時


