
目      次

条      例

▽神戸市企業立地等の促進のための支援措置

　に関する条例

　［企画調整局医療・新産業本部新産業部企

　業立地課］

▽神戸市職員退職手当金条例の特例に関する

　条例   ［行財政局給与課］

▽神戸市区の設置等に関する条例の一部を改

　正する条例 　［行財政局区役所課］

▽神戸市事務分掌条例等の一部を改正する条

　例  ［行財政局組織制度課］

▽神戸市職員定数条例の一部を改正する条例

  ［行財政局組織制度課］

▽公益的法人等への職員の派遣等に関する条

　例の一部を改正する条例［行財政局人事課］

▽特別職の職員で常勤のものの給与に関する

　条例の特例に関する条例及び神戸市職員に

　対する期末手当等の支給に関する条例の特

　例に関する条例の一部を改正する条例の件

  　　［行財政局給与課］

▽神戸市非常勤職員の公務災害補償等に関す

　る条例   ［行財政局給与課］

▽旅費条例の一部を改正する条例

  ［行財政局組織制度課］

▽神戸市無料低額宿泊所の設備及び運営に関

　する基準等を定める条例

 　［保健福祉局生活福祉部保護課］

▽動物愛護管理員の設置に関する条例

 　［保健福祉局健康部生活衛生課］

▽神戸市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ず

　べき措置の基準に関する条例を廃止する条

　例 　［保健福祉局健康部生活衛生課］

▽神戸市国民健康保険条例の一部を改正する

　条例

　　［保健福祉局高齢福祉部国保年金医療課］

▽神戸市介護保険条例の一部を改正する条例

　　　　［保健福祉局高齢福祉部介護保険課］

▽神戸市公衆浴場法施行条例の一部を改正す

　る条例　　［保健福祉局健康部生活衛生課］

▽神戸市立児童福祉施設等に関する条例の一

　部を改正する条例

 　［こども家庭局こども青少年課］

▽神戸市立路外駐車場条例及び道路法第２４条

　の２第１項の規定に基づき駐車料金を徴収

　する自動車駐車場に関する条例の一部を改

　正する条例 ［建設局道路部計画課］

▽神戸市手数料条例の一部を改正する条例

　　　　［建築住宅局建築指導部建築安全課］

▽神戸市営住宅条例の一部を改正する条例

 　　　　［建築住宅局住宅管理課］

▽神戸市消防団条例の一部を改正する条例

 　　［消防局警防部消防団支援課］

▽神戸市水道条例等の一部を改正する条例

  ［水道局事業部配水課］

▽神戸市工業用水道条例の一部を改正する条

　例  ［水道局事業部業務課］

▽神戸市水の科学博物館条例の一部を改正す

　る条例  　［水道局計画調整課］

▽神戸市立学校の授業料等に関する条例の一

　部を改正する条例

　［教育委員会事務局学校支援部学校経営支

　援課］

▽神戸市立青少年補導センター設置条例の一

　部を改正する条例の件

　［教育委員会事務局学校教育部児童生徒課］

▽義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特

　別措置に関する条例の一部を改正する条例

　の件　［教育委員会事務局総務部教職員課］

▽神戸市職員の給与に関する条例等の一部を

　改正する条例の一部を改正する条例

  　　［行財政局給与課］

▽神戸市会委員会条例の一部を改正する条例

　の公布について　［行財政局財政部財務課］

▽神戸市市税条例の一部を改正する条例

 　　［行財政局税務部税制企画課］

▽神戸市中央卸売市場業務条例

　［経済観光局中央卸売市場運営本部経営課］

▽神戸市屋外広告物条例の一部を改正する条

　例  　［建設局道路管理課］

▽須磨海岸を守り育てる条例の一部を改正す

　る条例  　［港湾局海岸防災課］

規      則

▽神戸市市税条例施行規則の一部を改正する

　規則 　　［行財政局税務部税制企画課］
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３９

▽神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際

　経済ゾーンにおける支援措置に関する条例

　施行規則の一部を改正する規則

　［企画調整局医療・新産業本部新産業部企

　業立地課］

▽神戸市企業立地等の促進のための支援措置

　に関す条例施行規則

　［企画調整局医療・新産業本部新産業部企

　業立地課］

▽神戸市職員表彰規則の一部を改正する規則

   ［行財政局人事課］

▽神戸市職員の勤務時間に関する規則の一部

　を改正する規則 ［行財政局組織制度課］

▽旅費条例施行細則の一部を改正する規則

  ［行財政局組織制度課］

▽神戸市職員定数条例施行規則を廃止する規

　則  ［行財政局組織制度課］

▽神戸市非常勤職員の公務災害補償等に関す

　る条例施行規則の一部を改正する規則

   ［行財政局給与課］

▽神戸市契約規則の一部を改正する規則

 　　［行財政局財政部契約監理課］

▽神戸市立区民センター条例施行規則の一部

　を改正する規則

　　［市民参画推進局文化交流部文化交流課］

▽神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境

　美化に関する規則の一部を改正する規則

 　　［環境局事業系廃棄物対策部］

▽神戸市農業共済条例施行規則及び神戸市農

　業共済の危険段階別共済掛金率を定める規

　則を廃止する規則

　　［経済観光局農政部西農業振興センター］

▽神戸市下水道条例施行規則及び神戸市農業

　集落排水処理施設条例施行規則の一部を改

　正する規則　［建設局下水道部経営管理課］

▽神戸市営住宅条例施行規則の一部を改正す

　る規則 　　　　［建築住宅局住宅管理課］

▽神戸市建築基準法施行細則の一部を改正す

　る規則［建築住宅局建築指導部建築安全課］

▽神戸市消防本部組織規則の一部を改正する

　規則  ［消防局総務部職員課］

▽神戸市会計規則等の一部を改正する等の規

　則   　［会計室会計課］

▽神戸市職員退職手当金条例の特例に関する

　条例施行規則  ［行財政局給与課］

▽神戸市事務分掌規則及び神戸市における暴

　力団の排除の推進に関する条例施行規則の

　一部を改正する規則

 　　［市民参画推進局市民協働課］

▽労務職員の給与等に関する規則の一部を改

　正する規則 　　［行財政局給与課］

▽神戸市退職手当金条例施行規則及び神戸市

　職員共助組合条例施行規則の一部を改正す

　る規則   ［行財政局厚生課］

▽生活保護法施行細則の一部を改正する規則

 　［保健福祉局生活福祉部保護課］

▽神戸市公衆浴場法施行細則の一部を改正す

　る規則　　［保健福祉局健康部生活衛生課］

▽神戸市国民健康保険条例施行規則の一部を

　改正する規則

　　［保健福祉局高齢福祉部国保年金医療課］

訓   令   甲

▽神戸市国勢調査実施本部設置規程

  　［企画調整局企画課］

▽電子計算機処理に係るデータ保護管理規程

　の一部を改正する訓令

 　　　［企画調整局情報化戦略部］

▽職員の服務の宣誓に関する条例施行規程等

　の一部を改正する訓令　［行財政局人事課］

▽特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に

　関する規程の一部を改正する訓令

  ［行財政局組織制度課］

告      示

▽神戸市勤労会館の利用料金の承認

 ［市民参画推進局男女活躍勤労課］

▽地縁による団体の認可についての告示事項

　の変更（灘南部自治会）

 　　［市民参画推進局市民協働課］

▽地縁による団体の認可についての告示事項

　の変更（下村自治会）

 　　［市民参画推進局市民協働課］

▽神戸市企業立地等の促進のための支援措置

　に関する条例による地域の指定（神戸オフ

　ィスビル建設促進ゾーン）

　［企画調整局医療・新産業本部新産業部企

　業立地課］

▽令和２年度神戸市一般廃棄物処理実施計画

  　［環境局環境政策課］

▽会計管理者の権限に属する事務の委任

   　［会計室会計課］

▽神戸市企業立地等の促進のための支援措置

　に関する条例による特別地域の指定

　［企画調整局医療・新産業本部新産業部企

　業立地課］

▽神戸市企業立地等の促進のための支援措置

　に関する条例による地域の指定（神戸エン

　タープライズゾーン）

　［企画調整局医療・新産業本部新産業部企

　業立地課］
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▽神戸市企業立地等の促進のための支援措置

　に関する条例による地域の指定（神戸国際

　経済ゾーン）

　［企画調整局医療・新産業本部新産業部企

　業立地課］

▽神戸市企業立地等の促進のための支援措置

　に関する条例による特別事業の指定

　［企画調整局医療・新産業本部新産業部企

　業立地課］

▽神戸市企業立地等の促進のための支援措置

　に関する条例による中核事業の指定

　［企画調整局医療・新産業本部新産業部企

　業立地課］

▽神戸市企業立地等の促進のための支援措置

　に関する条例による特例中核事業の指定

　［企画調整局医療・新産業本部新産業部企

　業立地課］

▽神戸市企業立地等の促進のための支援措置

　に関する条例による国際経済事業の指定

　［企画調整局医療・新産業本部新産業部企

　業立地課］

▽令和２年度固定資産の価格等の決定及び固

　定資産課税台帳への登録

 　　［行財政局税務部税制企画課］

▽一般廃棄物の処分に係る手数料の徴収事務

　の委託  　［環境局事業管理課］

▽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

　の件（平成１９年８月告示第３０９号）の一部改

　正  ［行財政局業務改革課］

▽令和２年第１回定例市会で議決された令和

　元年度神戸市一般会計補正予算等

   ［行財政局財務課］

▽放置自転車等の撤去及び保管

 　　　　［建設局垂水建設事務所］

▽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

　総合事業を行う指定事業者の指定

  　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による指定地域密着型サービス

　事業者等の指定 　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による指定居宅サービス等事業

　者の事業の廃止 　［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

　総合事業の廃止　　　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による指定地域密着型サービス

　事業者等の事業の廃止

  　［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所の廃止

  　［福祉局監査指導部］

▽瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定

　施設の設置許可申請の概要及び事前評価に

　関する事項を記載した書面の縦覧

　　　　［環境局環境保全部環境保全指導課］

▽指定代理納付者の指定（ＧＭＯペイメント

　ゲートウェイ株式会社）

 　　［行財政局税務部税制企画課］

▽ふるさと納税寄付金の収納事務の委託

 　　［行財政局税務部税制企画課］

▽指定代理納付者の指定（株式会社トラスト

　バンク）　　［行財政局税務部税制企画課］

▽深江浜公園ほかの有料公園施設の使用料の

　徴収業務の委託　　［建設局公園部管理課］

▽総合運動公園サブ球場の使用料の徴収業務

　の委託  ［建設局公園部管理課］

▽苔谷公園の有料公園施設の使用料の徴収業

　務の委託 ［建設局公園部管理課］

▽デザイン・クリエイティブセンター神戸の

　利用料金の承認　［企画調整局つなぐラボ］

▽道路法による道路の区域変更（市道野瀬水

　上線ほか） 　［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域変更及び供用開始

　（市道有野里４０８号線）［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域変更及び供用開始

　（県道神戸三木線ほか）

  　［建設局道路管理課］

公      告

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（（仮称）新中央区総合庁舎他

　建設工事）　［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（普通教室用固定式机及び椅子

　購入（その１））

 　　［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（普通教室用固定式机及び椅子

　購入（その２））

 　　［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（電話機の調達（東部））

 　　［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（電話機の調達（西部））

 　　［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（電話機の調達（北部））

 　　［行財政局財政部契約監理課］
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▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（令和元年度ＬＥＤ防犯灯器具

　購入（その３））

 　　［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（円筒型歩道照明他灯具・柱購

　入） 　　［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市内一般街路灯（ＬＥＤ

　灯）賃貸借）［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（ＩＣＴ機器借上げ【一部既設

　校等】）　　［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る随意契約による相手方

　の決定（ＩＣＴ機器借上【小学校後期】）

 　　［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（ＩＣＴ機器借上（神戸市小学

　校前期その２））

 　　［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市経済観光局中央卸売市

　場東部市場電気調達）

 　　［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市経済観光局中央卸売市

　場西部市場電気調達）

 　　［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市建設局王子動物園電気

　調達） 　　［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市港湾局新港第４突堤電

　気調達）　　［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市環境局資源リサイクル

　センター電気調達）

 　　［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市環境局事業所等１０施設

　電気調達）　［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市環境局排水管理施設等

　７施設電気調達）

 　　［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市立工業高等専門学校電

　気調達）　　［行財政局財政部契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市立学校園電気調達（４

　月開始分））［行財政局財政部契約監理課］

▽神戸ファッション美術館の臨時休館

 　　　［経済観光局ﾌｧｯｼｮﾝ産業課］

▽都市公園の廃止（鹿の子台ファミリーファ

　ーム）  ［建設局公園部管理課］

▽認可地縁団体が所有する不動産の所有権の

　保存又は移転に係る登記の特例（神付自治

　会） 　　［市民参画推進局市民協働課］

▽有料公園の供用日及び供用時間の変更（離

　宮公園） ［建設局公園部管理課］

▽有料公園の供用時間の変更（布引公園）

  ［建設局公園部管理課］

▽有料公園施設の供用日及び供用時間の変更

　（しあわせの森プール）

  ［建設局公園部管理課］

▽有料公園施設の供用日、及び供用時間の変

　更（しあわせの森トレーニングジム・スタ

　ジオ・体育館）　　［建設局公園部管理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（深江大橋ポンプ場３号汚水ポンプ

　機械設備工事）　　［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（鵯越斎場便所改修及び鵯越墓園バ

　ス停上屋設置他工事）

  ［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（総合福祉センター体育室天井他改

　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（東部市場仲卸売場棟排風機更新工

　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（（主）明石神戸宝塚線（カーブ№

　８８近傍）排水構造物改修他工事）

  ［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（小部小学校・小部東小学校外壁改

　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（兵庫勤労市民センター天井耐震化

　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（淡河小学校外壁改修他工事）

  ［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（神戸

　空港造成及びその他整備工事（その１５））

  ［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ＬＥＤ防犯灯器具購入（その

　１））  ［行財政局契約監理課］
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▽職制改正に伴う入札参加資格申請及び不用

　品売却に係る公告の改正

  ［行財政局契約監理課］

▽神戸農業振興地域整備計画の変更に係る神

　戸農業振興地域整備計画案の縦覧等

 　　　　［経済観光局農政計画課］

▽開発行為に関する工事の完了（灘区薬師通）

   　［都市局指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（西区北別府）

   　［都市局指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（西区小山）

   　［都市局指導課］

▽都市公園の設置（北神星和台周辺緑地）

  ［建設局公園部管理課］

▽都市公園の区域変更（魚崎西町公園）

  ［建設局公園部管理課］

▽開発行為に関する工事の完了（北区赤松台）

   　［都市局指導課］

区   役   所

▽区長の権限に属する専決規程の一部を改正

　する訓令 　［行財政局区役所課］

水   道   局

▽神戸市水道局収納事務の事業者委託に関す

　る規程の一部を改正する規程

  　［水道局経営企画課］

▽神戸市工業用水道条例施行規程の一部を改

　正する規程 　［水道局経営企画課］

▽神戸市水道条例施行規程等の一部を改正す

　る規程  　［水道局経営企画課］

▽神戸市水の科学博物館条例施行規程の一部

　を改正する規程 　［水道局経営企画課］

▽神戸市水道局企業職員の給与に関する規程

　等の一部を改正する規程

  　［水道局経営企画課］

▽神戸市指定給水装置工事事業者の指定

   　［水道局配水課］

▽神戸市指定給水装置工事事業者の事業の廃

　止   　［水道局配水課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市水道局センター５施設

　及び北野会館電気調達）

  ［水道局事業部施設課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市水道局車ポンプ場他１１

　施設電気調達）　　［水道局事業部施設課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市水道局藤原ポンプ場電

　気調達） ［水道局事業部施設課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市水道局布施畑ポンプ場

　電気調達） ［水道局事業部施設課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市水道局星和台ポンプ場

　電気調達） ［水道局事業部施設課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市水道局有野ポンプ場電

　気調達） ［水道局事業部施設課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市水道局甲東ポンプ場電

　気調達） ［水道局事業部施設課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市水道局神崎川ポンプ場

　電気調達） ［水道局事業部施設課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（丸山ポンプ場予備系受変電盤更新

　工事）   　［水道局施設課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（諏訪山特１配水池揚水管新設工事

　その２）  　［水道局施設課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（諏訪山特１送水ポンプ盤他設置工

　事）   　［水道局施設課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（堀越接合井ストレーナーネット交

　換用設備設置工事） 　［水道局施設課］

交   通   局

▽神戸市高速鉄道乗車規程の一部を改正する

　規程 　［交通局高速鉄道部駅務統括所］

▽神戸市交通局会計年度任用職員の勤務時間，

　休暇等に関する規程等の一部を改正する規

　程   　［交通局職員課］

▽神戸市交通局旅費規程の一部を改正する規

　程   　［交通局職員課］

▽交通局電子計算機処理に係るデータ保護管

　理規程の一部を改正する規程

   　［交通局総務課］

▽神戸市交通局職員労働安全衛生管理規程の

　一部を改正する規程 　［交通局職員課］

▽神戸市交通局会計規程の一部を改正する規

　程   　［交通局総務課］

▽神戸市交通局分課規程等の一部を改正する

　規程   　［交通局職員課］

▽旅客運賃等の徴収事務の委託

  　［交通局営業推進課］

▽特定調達契約に係る落札者の決定（神戸市

　交通局魚崎営業所他８施設電気調達）

   　［交通局総務課］
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▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市高速鉄道駅舎清掃業務その１）

   　［交通局総務課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市高速鉄道駅舎清掃業務その２）

   　［交通局総務課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市高速鉄道駅舎清掃業務その３）

   　［交通局総務課］

会   計   室

▽区会計管理者の権限に属する事務の専決規

　程の一部を改正する訓令　［会計室会計課］

教 育 委 員 会 

▽神戸市立学校の授業料等に関する条例施行

　規則の一部を改正する規則

　［教育委員会事務局学校支援部学校経営支

　援課］

▽神戸市教育委員会事務局組織規則等の一部

　を改正する規則

　　　　［教育委員会事務局総務部教職員課］

▽教育委員会職員の勤務時間及び休暇に関す

　る規則の一部を改正する規則

　　　　［教育委員会事務局総務部教職員課］

▽職員の服務の宣誓に関する規則及び神戸市

　教育委員会職員の特殊勤務手当に関する規

　則の一部を改正する規則

　　　　［教育委員会事務局総務部教職員課］

▽重要文化財旧小寺家厩舎管理規則等を廃止

　する規則

　　　　［教育委員会事務局総務部教職員課］

▽神戸市立青少年育成センター設置条例施行

　規則

　［教育委員会事務局学校教育部児童生徒課］

▽神戸市教育委員会職員の特殊勤務手当に関

　する規則の一部を改正する規則

　　　　［教育委員会事務局総務部教職員課］

▽神戸市教育委員会職員証発行規程等の一部

　を改正する規程

　　　　［教育委員会事務局総務部教職員課］

▽神戸市教育委員会辞令式の一部を改正する

　訓令　［教育委員会事務局総務部教職員課］

▽事務引継規程の一部を改正する訓令

 ［教育委員会事務局総務部総務課］

▽教育長権限事務委任規程及び職員人事審議

　会規程の一部を改正する訓令

　　　　［教育委員会事務局総務部教職員課］

▽神戸市立図書館郵送貸出規程を廃止する訓

　令 　［教育委員会事務局中央図書館］

▽神戸市教育委員会電子計算機処理に係るデ

　ータ保護管理規程の全部を改正する訓令

　［教育委員会事務局学校支援部学校経営支

　援課］

▽神戸市立博物館の臨時休館日，臨時開館日

　の設定及び開館時間の変更

 　　　［教育委員会事務局博物館］

▽神戸市埋蔵文化財センターの臨時休館日及

　び臨時開館日［教育委員会事務局文化財課］

▽指定管理者の指定（神戸市立三宮図書館）

 　［教育委員会事務局中央図書館］

▽図書館における蔵書点検のための休館日の

　変更及び臨時休館日

 　［教育委員会事務局中央図書館］

人 事 委 員 会 

▽人事委員会事務局の組織等に関する規則の

　一部を改正する規則

 　　　［人事委員会事務局調査課］

▽人事委員会事務局職員の服務の宣誓に関す

　る規則の一部を改正する規則

 　　　［人事委員会事務局調査課］

▽昇任の選考に関する規則の一部を改正する

　規則 　　　［人事委員会事務局任用課］

▽神戸市職員の給与等に関する条例の施行規

　則の一部を改正する規則

 　　　［人事委員会事務局調査課］

▽管理職手当の支給に関する規則等の一部を

　改正する規則　［人事委員会事務局調査課］

▽神戸市職員の勤務時間，休暇等に関する条

　例の施行規則及び神戸市会計年度任用職員

　の勤務時間，休暇等に関する規則の一部を

　改正する規則　［人事委員会事務局調査課］

▽神戸市職員の退職管理に関する規則の一部

　を改正する規則［人事委員会事務局調査課］

▽人事委員会委員長及び事務局長等専決規程

　の一部を改正する訓令

 　　　［人事委員会事務局調査課］

選 挙管 理 委 員 会 

▽神戸市選挙管理委員会規程の一部を改正す

　る規程 　　　　［選挙管理委員会事務局］

▽神戸市区選挙管理委員会規程の一部を改正

　する規程　　　　［選挙管理委員会事務局］

監 査 委 員 会 

▽監査公表 　［監査事務局第１課］
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市 会 事 務 局 

▽市会事務局長等専決規程の一部を改正する

　規程 　　　　［市会事務局政策調査課］

福 祉 事 務 所 

▽福祉事務所長の権限に属する事務の専決規

　程の一部を改正する訓令

  　［保健福祉局政策課］

▽福祉事務所支所長等専決規程の一部を改正

　する訓令　［須磨区保健福祉部健康福祉課］

保   健   所

▽保健所長の権限に属する事務の専決規程の

　一部を改正する訓令

 　［保健福祉局健康部健康政策課］

４５６

４５８

４５９

４６１
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  条     例  

　神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

　　　    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第４６号

　　　神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例

目次

　第１章　総則（第１条・第２条）

　第２章　神戸オフィスビル建設促進ゾーン（第３条－第１１条）

　第３章　神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーン（第１２条－第３４条）

　第４章　雑則（第３５条－第３８条）

　附則

　　　第１章　総則

　（目的）

第１条　この条例は，一定の地域を定め，当該地域において市税の不均一の課税等をすること

　により，オフィスビル事業，特定事業等及び国際経済事業の集積を促進し，経済の新生に資

　することを目的とする。

　（定義）

第２条　この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるとこ

　ろによる。

　⑴　指定地域　次に掲げる地域をいう。

　　ア　神戸オフィスビル建設促進ゾーン（オフィスビル事業を促進するために市長が指定す

　　　る地域をいう。以下同じ。）

　　イ　特別地域（アで指定する地域のうち，特にオフィスビル事業を促進する地域として市

　　　長が指定する地域をいう。以下同じ。）

　　ウ　神戸エンタープライズゾーン（特定事業，中核事業又は特例中核事業の集積を促進す

　　　るために市長が指定する地域をいう。以下同じ。）

　　エ　神戸国際経済ゾーン（国際経済事業の集積を促進するために市長が指定する地域をい

　　　う。以下同じ。）

　⑵　オフィスビル　オフィス（建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）別紙建築物

　　又は建築物の部分の用途の区分として定める事務所をいう。以下同じ。）を用途の一つと

　　して建設された建築物をいう。

　⑶　オフィスビル事業　オフィスビルの建設及び運営を行う事業をいう。

　⑷　特定事業　新たな経済的環境に即応していること等により持続的な成長が見込まれる産

　　業分野又は集客力の抜本的な強化に寄与する産業分野に属するものであって別表第１に掲

　　げる対象事業のうち市長が指定するものをいう。ただし，次号に規定する中核事業に該当

　　するものを除く。

　⑸　中核事業　前号の規定により市長が指定する対象事業のうち，基盤性若しくは先導性を
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　　有するもの又は大きな経済的効果を及ぼすものであって市長が指定するものをいう。ただ

　　し，次号に規定する特例中核事業に該当するものを除く。

　⑹　特例中核事業　前号の規定により市長が指定する対象事業のうち，経済的効果の程度が

　　特に著しいと認められるものであって市長が指定するものをいう。

　⑺　国際経済事業　経済の発展への波及効果が将来にわたって持続的に期待できる成長分野

　　における外国企業等が行う事業であって別表第１に掲げる対象事業のうち市長が指定する

　　ものをいう。

　⑻　外国企業等　次のいずれかに該当する者をいう。

　　ア　外国の法令に基づいて設立された法人（イにおいて「外国企業」という。）であって，

　　　我が国の法令に基づいて設立された法人及び本邦内に住所又は居所を有する個人の出資

　　　の金額の合計が資本金その他これに準ずるものの２分の１を超えるもの以外のもの

　　イ　我が国の法令に基づいて設立された株式会社又は有限会社であって，一の外国企業が

　　　資本金の３分の１を超える出資をしているもの

　　　第２章　神戸オフィスビル建設促進ゾーン

　（オフィスビル事業計画の認定）

第３条　神戸オフィスビル建設促進ゾーン内において，オフィスビルを新築（建築物がない敷

　地に適法に建築物を建築する行為をいう。）又は建替え（密集市街地における防災街区の整

　備の促進に関する法律（平成９年法律第４９号）第２条第７号に規定する建替えをいう。）を

　しようとする者及び当該オフィスビルの敷地である土地の所有者は，当該オフィスビルに係

　る建築確認（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の規定による確認をいう。）

　の申請書を提出する日までに，オフィスビル事業に関する計画（以下「オフィスビル事業計

　画」という。）を作成し，これを市長に提出し，当該オフィスビル事業計画が適当である旨

　の認定を受けることができる。

２　オフィスビル事業計画には，次に掲げる事項を記載しなければならない。

　⑴　オフィスビル事業の内容

　⑵　オフィスビル事業を行おうとする者に関する事項

　⑶　オフィスビルの用途別の床面積を記載した一覧表及びオフィスビルにおける各用途の位

　　置が確認できる図面

　⑷　前３号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事項　

３　次の各号のいずれかに該当するものは，第１項の認定を受けることができない。

　⑴　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２号

　　に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号に規定する暴力団員（以下

　　「暴力団員」という。）

　⑵　法人でその役員のうちに暴力団員があるもの

　⑶　暴力団員がその事業活動を支配するもの

　⑷　暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの

　⑸　暴力団員をその業務に従事させ，又は当該業務の補助者として使用するおそれのあるも

　　の

４　第１項の認定の対象となるオフィスビルは，当該オフィスビル事業計画が第１条の目的に

　合致し，かつ，次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
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　⑴　延べ床面積（共用部分の床面積を含む。）が３，０００平方メートル以上であるもの

　⑵　共用部分を除く床面積が次のいずれの要件も満たすもの

　　ア　賃貸借に供することのできるオフィスの床面積（オフィスビル認定事業者（第１項又

　　　は第６条第１項の規定により市長の認定を受けた者をいう。以下同じ。）が自ら使用す

　　　る部分の床面積及びオフィスビル認定事業者の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）

　　　第２条第３号の子会社をいう。）又は親会社（同法第２条第４号の親会社をいう。）で

　　　あるものが使用する部分の床面積を除く。）が，共用部分を除く床面積の４分の１以上

　　　であるもの

　　イ　住宅等（建築基準法別表第２響項第１号から第３号までに掲げる建築物及び同法第５２

　　　条第３項に規定する老人ホーム等をいう。以下同じ。）の用に供する床面積並びに宗教

　　　活動及び政治活動の用に供する床面積の合計が，共用部分を除く床面積の２分の１以下

　　　であるもの

　⑶　次のいずれかに該当する者が事業のために使用せず，又は自ら使用しないもの

　　ア　第１項の認定の対象となるオフィスビルにおいて，風俗営業等の規制及び業務の適正

　　　化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業，同条第

　　　５項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第１１項に規定する特定遊興飲食店営業を行

　　　う者

　　イ　暴力団又は暴力団員

　　ウ　法人でその役員のうちに暴力団員があるもの

　　エ　暴力団員がその事業活動を支配するもの

　　オ　暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの

　　カ　暴力団員をその業務に従事させ，又は当該業務の補助者として使用するおそれのある

　　　もの

　⑷　第１項の認定を受けた日の翌日から起算して１年を経過する日までに建設に着手するも

　　の

　⑸　第１項の認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日までに建設が完了するも

　　の

　⑹　神戸市の市税に未納，滞納又は未申告がないオフィスビル認定事業者がオフィスビル事

　　業を行うもの

　⑺　第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又は神戸エンタープラ

　　イズゾーン及び神戸国際経済ゾーンにおける支援措置に関する条例（平成８年１２月条例第

　　３６号。以下「エンタープライズゾーン条例」という。）の規定により認定を受けている計

　　画に係るオフィスビル又はその敷地である土地でないもの

　⑻　前各号に掲げるもののほか，規則で定めるもの

５　市長は，オフィスビル事業計画の提出があった場合は，これを審査し，その内容が適当で

　あると認めるときは，第１項の認定をするものとする。

　（オフィスビルの建設着手期限の延長）

第４条　前条第４項第４号の規定にかかわらず，市長は，災害その他やむを得ない理由により

　前条第１項の認定を受けた日の翌日から起算して１年を経過する日までにオフィスビル事業

　計画に係るオフィスビル事業に係るオフィスビルの建設の着手をすることができないと認め
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　るときは，オフィスビル認定事業者からの申請により，１年以内の期間を限って当該期間を

　延長することができる。

　（オフィスビル事業計画の変更）

第５条　オフィスビル認定事業者は，第３条第１項の認定に係るオフィスビル事業計画の変更

　をしようとするときは，市長に変更後の事業計画（以下「オフィスビル事業変更計画」とい

　う。）を提出し，認定を受けなければならない。ただし，当該変更が軽微なものとして市長

　が認めるものであるときは，この限りでない。

２　市長は，オフィスビル事業変更計画の提出があった場合は，これを審査し，その内容が適

　当であると認めるときは，前項の認定をするものとする。

　（オフィスビル認定事業者の変更）

第６条　オフィスビル認定事業者の変更をしようとする者は，次条第２項の規定による届出を

　行うまでに，市長にオフィスビル認定事業者の変更に関する計画（以下「オフィスビル認定

　事業者変更計画」という。）を提出し，認定を受けなければならない。

２　市長は，オフィスビル認定事業者変更計画の提出があった場合は，これを審査し，その内

　容が適当であると認めるときは，前項の認定をするものとする。

　（オフィスビルの建設着手及び完成の届出）

第７条　オフィスビル認定事業者は，オフィスビルの建設に着手したときは，その旨を速やか

　に市長に届け出なければならない。

２　オフィスビル認定事業者は，完成の日（オフィスビルの建設が完了した日をいう。以下同

　じ。）までに，当該完成の日を記載した書面を市長に届け出なければならない。

３　オフィスビル認定事業者は，完成の日以後，オフィスビルの用途別の床面積を記載した一

　覧表，オフィスビルにおける各用途の位置が確認できる図面及びその他市長が必要があると

　認める書面を速やかに市長に届け出なければならない。

４　市長は，完成の日以後，第２項又は前項の書面の内容を確認するため，現地その他必要と

　認めるものに係る調査を行うものとする。

５　オフィスビル認定事業者は，前項の調査に協力しなければならない。

　（オフィスビル事業計画の認定の取消し）

第８条　市長は，オフィスビル認定事業者が，その認定を受けたオフィスビル事業計画（第５

　条第１項又は第６条第１項の規定による変更の認定があったときは，その変更後のもの。以

　下「認定オフィスビル事業計画」という。）について，次の各号のいずれかに該当すると認

　めるときは，その認定を取り消すことができる。

　⑴　認定オフィスビル（第３条第１項，第５条第１項又は第６条第１項の認定を受けたオフ

　　ィスビルをいう。以下同じ。）が第３条第４項の要件を満たさなくなったとき。

　⑵　この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

　（オフィスビル事業に係る家屋又はその敷地である土地に係る固定資産税及び都市計画税の

　不均一課税）

第９条　オフィスビル認定事業者の，認定オフィスビル事業計画に係るオフィスビル事業に係

　る家屋又はその敷地である土地で，当該オフィスビル認定事業者が所有するものに対して課

　する固定資産税及び都市計画税の額は，次の表に掲げる地域の区分に応じ，その完成の日の

　属する年の翌年の１月１日（その完成の日が１月１日である場合には，同日）を賦課期日と
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　する年度からそれぞれ同表に掲げる年度分の固定資産税及び都市計画税に限り，この項の規

　定の適用がないものとした場合における神戸市市税条例（昭和２５年８月条例第１９９号。以下 

　「市税条例」という。）第３６条の４及び第１７９条の規定を適用して計算した固定資産税額及

　び都市計画税額から，当該固定資産税額及び都市計画税額にそれぞれ２分の１を乗じて得た

　額を控除した額に相当する金額とする。

２　前項の規定は，住宅等の用に供する床面積並びに宗教活動及び政治活動の用に供する床面

　積の合計を除く家屋の床面積及びこれらに相当する敷地について適用する。

３　第５条第１項の規定による変更の認定を受けた者にあっては，初めて同項の変更の認定を

　受けた日の翌日から起算して２年を経過する日又は第３条第１項の認定を受けた日の翌日か

　ら起算して３年を経過する日のいずれか遅い日までにオフィスビルの建設が完了した場合に

　限り，第１項の規定を適用する。

　（オフィスビル事業に係る家屋又はその敷地である土地に係る不均一課税等の適用を受けよ

　うとする者がすべき申告）

第１０条　前条の規定の適用を受けようとする者は，当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

　に，規則で定めるところにより，認定オフィスビル事業計画に係る認定オフィスビルの所在

　地その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

　（オフィスビル認定事業者に係る地位の承継）

第１１条　オフィスビル認定事業者について相続があった場合における相続人（相続人が２人以

　上ある場合において，その全員の同意によりオフィスビル事業を承継すべき相続人を選定し

　たときは，その者）は，市長の承認を受けて，完成の日以後，当該オフィスビル認定事業者

　が有していた第３条第１項，第５条第１項又は第６条第１項の認定に基づく地位を承継する

　ことができる。

２　前項の承認を受けようとする者は，相続があった日の翌日から起算して３月以内に，次に

　掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

　⑴　承継前の認定オフィスビル事業計画に関する事項

　⑵　前項の承認を受けようとする者に関する事項

　⑶　相続に関する事項

　⑷　認定オフィスビル事業計画に係るオフィスビル事業の承継に関する事項

　⑸　前各号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事項

　　　第３章　神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーン

　（事業計画の認定）

第１２条　神戸エンタープライズゾーン内に所在する事務所又は事業所において認定事業（特定

　事業，中核事業及び特例中核事業をいう。以下同じ。）を行おうとする者（当該事業を行う

　法人を設立しようとする者を含む。）は，当該事業を開始する日（認定事業者（この項の規

　定により市長の認定を受けた者をいう。以下同じ。）が当該認定事業を開始する日として第
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　３４条の規定により届け出た日をいう。以下「事業開始日」という。）までに，当該認定事業

　に関する計画（以下「事業計画」という。）を作成し，これを市長に提出し，当該事業計画

　が適当である旨の認定を受けることができる。

２　特定事業に係る事業計画（以下「特定事業計画」という。）には，次に掲げる事項を記載

　しなければならない。

　⑴　特定事業の内容

　⑵　特定事業を行おうとする者に関する事項

　⑶　特定事業に係る施設に関する事項

　⑷　前３号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事項

３　中核事業に係る事業計画（以下「中核事業計画」という。）には，次に掲げる事項を記載

　しなければならない。

　⑴　中核事業の内容

　⑵　中核事業を行おうとする者に関する事項

　⑶　中核事業に係る施設に関する事項

　⑷　前３号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事項

４　特例中核事業に係る事業計画（以下「特例中核事業計画」という。）には，次に掲げる事

　項を記載しなければならない。

　⑴　特例中核事業の内容

　⑵　特例中核事業を行おうとする者に関する事項

　⑶　特例中核事業に係る施設に関する事項

　⑷　前３号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事項

５　第１項の認定を受けようとする者（以下「認定予定者」という。）は，当該認定の前に，

　当該認定を受けた場合における次に掲げる事項を定めた協定を本市と締結しなければならな

　い。

　⑴　認定予定者は，事業開始日から当該事業の区分に応じ，別表第２に定める期間（以下 

　　「実施義務期間」という。）は，当該認定を受けた事業計画に従って当該認定事業を実施

　　すること。

　⑵　課税対象家屋等（第１５条（認定事業に係る部分に限る。）又は第１６条（認定事業に係る

　　部分に限る。）の規定に基づき固定資産税及び都市計画税の額が算定されることとなる家

　　屋，償却資産及び土地をいう。以下この項において同じ。）を活用して，市民に対して雇

　　用機会を提供し，かつ，雇用の維持及び安定を図るよう努めること。

　⑶　課税対象家屋等を活用して，本市及び市民との協働による活動を通じて地域社会に貢献

　　するよう努めること。

　⑷　課税対象家屋等を活用して，本市に事業所を有する企業及び本市において業務を行う大

　　学その他の研究機関との連携を図るよう努めること。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事項

６　市長は，事業計画の提出があった場合は，これを審査し，その内容が適当であると認める

　ときは，第１項の認定をするものとする。

　（事業計画の変更）

第１３条　前条第１項の認定を受けた者（その者の設立に係る同項の法人を含む。）は，当該認
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　定に係る事業計画の変更をしようとするときは，同項の認定を受けた日の翌日から起算して

　３年を経過する日又は事業開始日のいずれか早い日までに，市長に変更後の事業計画（以下

　「事業変更計画」という。）を提出し，認定を受けなければならない。ただし，当該変更が

　軽微なものとして市長が認めるものであるときは，この限りでない。

２　市長は，事業変更計画の提出があった場合は，これを審査し，その内容が適当であると認

　めるときは，前項の認定をするものとする。

　（事業計画の認定の取消し）

第１４条　市長は，認定事業者が，その認定を受けた事業に関する計画（前条第１項の規定によ

　る変更の認定があったときは，その変更後のもの。以下「認定事業計画」という。）につい

　て，次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，その認定を取り消すことができる。

　⑴　認定事業計画に従って認定事業を行わないとき。

　⑵　認定事業計画に係る認定事業の休止（一時的な休止を除く。）又は廃止をしたとき。

　⑶　市税を滞納したとき。

　⑷　この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

　（認定事業に係る施設に係る固定資産税及び都市計画税の不均一課税）

第１５条　認定事業者の，認定事業計画に係る認定事業に係る施設のうち規則で定めるものの用

　に供する家屋若しくは償却資産のうち規則で定めるもの又はこれらの敷地である土地で，当

　該認定事業者が所有するものに対して課する固定資産税及び都市計画税の額は，次の表に掲

　げる事業の区分に応じ，その事業開始日の属する年の翌年の１月１日（その事業開始日が１

　月１日である場合には，同日）を賦課期日とする年度からそれぞれ同表に掲げる年度分の固

　定資産税及び都市計画税に限り，この項の規定の適用がないものとした場合における市税条

　例第３６条の４及び第１７９条の規定を適用して計算した固定資産税額及び都市計画税額から，

　当該固定資産税額及び都市計画税額にそれぞれ同表に掲げる割合を乗じて得た額を控除した

　額に相当する金額とする。

２　前項に規定する家屋は，次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

　⑴　令和２年１月２日から令和５年３月３１日までの間（令和２年４月１日から令和５年３月

　　３１日までの間において事業計画に係る第１２条第１項の規定による認定（以下この条におい

　　て「当初認定」という。）を受けた者にあっては，当初認定を受けた日の翌日から起算し

　　て３年を経過する日までの間を含み，当初認定を受けた事業計画に関し，第１３条第１項，

　　第２４条第１項，第２５条第１項，第２６条第１項，第２７条第１項，第２８条第１項又は第２９条第
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　　１項のいずれかの規定による変更の認定を受けた者にあっては，初めて変更の認定を受け

　　た日の翌日から起算して２年を経過する日又は当初認定を受けた日の翌日から起算して３

　　年を経過する日のいずれか遅い日までの間を含む。以下「認定事業対象期間」という。）

　　に建設に着手し，かつ取得したもの

　⑵　認定事業対象期間内に，当該認定事業計画に係る認定事業の用に供するもの

　⑶　第１２条第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又はエンタープ

　　ライズゾーン条例の規定により認定を受けている計画に係る家屋でないもの

３　第１項に規定する償却資産は，次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

　⑴　認定事業対象期間内に取得したもの

　⑵　認定事業対象期間内に，当該認定事業計画に係る認定事業の用に供するもの

　⑶　事業開始日から起算して３月が経過した日の属する月の前月末日までに新たに取得した

　　もの

　⑷　第１２条第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又はエンタープ

　　ライズゾーン条例の規定により認定を受けている計画に係る償却資産でないもの

４　第１項に規定する土地は，次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

　⑴　認定事業者が，令和２年１月２日から令和５年３月３１日までの間に取得したもの

　⑵　第２項に規定する家屋の敷地である土地であるもの

　⑶　当初認定時に建設に着手していない場合は，その取得の日の翌日から起算して１年を経

　　過する日までに当該土地を敷地とする認定事業計画に係る認定事業に係る施設の建設に着

　　手するもの

　⑷　第１２条第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又はエンタープ

　　ライズゾーン条例の規定により認定を受けている計画に係る家屋又は償却資産の敷地であ

　　る土地でないもの

　（追加取得した認定事業に係る施設に係る固定資産税及び都市計画税の不均一課税）

第１６条　前条の規定にかかわらず，認定事業者の，認定事業計画に係る認定事業に係る施設の

　うち規則で定めるものの用に供する家屋又は償却資産であって，次に掲げる場合のいずれか

　に該当するときは，当該家屋又は償却資産のうち規則で定めるもので，当該認定事業者が所

　有するものに対して課する固定資産税及び都市計画税の額は，その事業開始日の属する年の

　翌年の１月１日（その事業開始日が１月１日である場合には，同日）を賦課期日とする年度

　から３年度分の固定資産税及び都市計画税に限り，この項の規定の適用がないものとした場

　合における市税条例第３６条の４及び第１７９条の規定を適用して計算した固定資産税額及び都

　市計画税額から，当該固定資産税額及び都市計画税額にそれぞれ２分の１を乗じて得た額を

　控除した額に相当する金額とする。

　⑴　当該認定事業計画に係る施設に係る家屋又は償却資産の敷地である土地が，当該認定事

　　業者が既に実施している別の認定事業計画に係る家屋又は償却資産の敷地であるとき（当

　　該認定事業計画に係る施設が償却資産のみであるときは，当該認定事業者及び当該償却資

　　産が規則で定める要件に該当するときに限る。次号において同じ。）。

　⑵　当該認定事業計画に係る施設に係る家屋又は償却資産の敷地である土地が，エンタープ

　　ライズゾーン条例の施行の日から令和２年３月３１日までの間において，当該認定事業者が

　　認定を受けたことのある別の認定事業計画に係る家屋又は償却資産の敷地であるとき。
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２　前項に規定する家屋は，次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

　⑴　認定事業対象期間内に建設に着手し，かつ取得したもの

　⑵　認定事業対象期間内に，当該認定事業計画に係る認定事業の用に供するもの

　⑶　第１２条第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又はエンタープ

　　ライズゾーン条例の規定により認定を受けている計画に係る家屋でないもの

３　第１項に規定する償却資産は，次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

　⑴　認定事業対象期間内に取得したもの

　⑵　認定事業対象期間内に，当該認定事業計画に係る認定事業の用に供するもの

　⑶　事業開始日から起算して３月が経過した日の属する月の前月末日までに新たに取得した

　　もの

　⑷　第１２条第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又はエンタープ

　　ライズゾーン条例の規定により認定を受けている計画に係る償却資産でないもの

　（認定事業に係る施設の建設着手期限の延長）

第１７条　第１５条第４項第３号の規定にかかわらず，市長は，災害その他やむを得ない理由によ

　り，第１５条第４項に規定する土地の取得の日の翌日から起算して１年を経過する日までに当

　該土地を敷地とする認定事業計画に係る認定事業に係る施設の建設の着手をすることができ

　ないと認めるときは，認定事業者からの申請により，１年以内の期間を限って当該期間を延

　長することができる。

　（中核事業に係る施設又は特例中核事業に係る施設に係る事業所税の不均一課税）

第１８条　事業所用家屋（市税条例第１７７条の１０第１項第５号に規定する事業所用家屋をいう。

　以下同じ。）で認定事業計画（中核事業計画又は特例中核事業計画に限る。以下この条にお

　いて同じ。）に係る認定事業に係る施設のうち規則で定めるものに係る事業所等（市税条例

　第１７７条の１０第１項第４号に規定する事業所等をいう。以下同じ。）のうち認定事業対象期

　間内に認定事業が開始されたものにおいて認定事業者が行う事業に対して課する事業所税 

　（市税条例第１７７条の１１第１項に規定する事業所税をいう。以下同じ。）のうち資産割（市

　税条例第１７７条の１０第１項第１号に規定する資産割をいう。以下同じ。）の額は，次の表に

　掲げる事業の区分に応じ，当該認定事業計画に係る認定事業に係る施設に係る事業所等にお

　いて認定事業が開始された日から起算してそれぞれ同表に掲げる年を経過する日以後に最初

　に終了する事業年度（個人の行う事業に対して課する事業所税にあっては，個人に係る課税

　期間。以下同じ。）分までに限り，この項の規定の適用がないものとした場合における市税

　条例第１７７条の１５の規定を適用して計算した資産割額から，当該資産割額にそれぞれ同表に

　掲げる割合を乗じて得た額を控除した額に相当する金額とする。
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２　前項の規定にかかわらず，事業所用家屋で認定事業計画に係る認定事業に係る施設のうち

　規則で定めるものに係る事業所等のうち，認定事業対象期間内に認定事業が開始されたもの

　であって，当該家屋に係る固定資産税及び都市計画税について第１６条の適用を受けるものに

　おいて認定事業者が行う認定事業に対して課する事業所税のうち資産割の額は，当該認定事

　業計画に係る認定事業に係る施設に係る事業所等において認定事業が開始された日から起算

　して３年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までに限り，この項の規定の適用が

　ないものとした場合における市税条例第１７７条の１５の規定を適用して計算した資産割額から，

　当該資産割額に２分の１を乗じて得た額を控除した額に相当する金額とする。

３　前２項の規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は，課税標準の算定期間（市税条

　例第１７７条の１４第１項に規定する課税標準の算定期間をいう。）の末日の現況によるものと

　する。

　（認定事業に係る施設に係る不均一課税等の適用を受けようとする者がすべき申告）

第１９条　第１５条，第１６条又は前条第１項若しくは第２項の規定の適用を受けようとする者は，

　次の各号に掲げる者の区分に応じ，当該各号に定める日までに，規則で定めるところにより，

　認定事業計画に係る認定事業に係る施設の所在地その他必要な事項を記載した申告書を市長

　に提出しなければならない。

　⑴　第１５条又は第１６条の規定の適用を受けようとする者　当該年度の初日の属する年の１月

　　３１日

　⑵　前条第１項又は第２項の規定の適用を受けようとする者（法人に限る。）市税条例第 

　　１７７条の１８第１項に規定する申告納付の期限

　⑶　前条第１項又は第２項の規定の適用を受けようとする者（個人に限る。）市税条例第 

　　１７７条の１９第１項に規定する申告納付の期限

　（国際経済事業計画の認定等）

第２０条　神戸国際経済ゾーン内に所在する事務所又は事業所において国際経済事業を行おうと

　する者（当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。）は，当該国際経済事業を開始

　する日（認定国際経済事業者（この項の規定により市長の認定を受けた者をいう。以下同 

　じ。）が当該国際経済事業を開始する日として第３４条の規定により届け出た日をいう。以下

　「国際経済事業開始日」という。）までに，当該国際経済事業に関する計画（以下「国際経

　済事業計画」という。）を作成し，これを市長に提出し，当該国際経済事業計画が適当であ

　る旨の認定を受けることができる。

２　市長は，国際経済事業計画の提出があった場合は，これを審査し，その内容が適当である

　と認めるときは，前項の認定をするものとする。

３　第１２条第２項及び第５項並びに第１３条の規定は国際経済事業計画について，第１４条の規定

　は第１項の認定について準用する。この場合において，第１２条第２項中「特定事業に係る事

　業計画（以下「特定事業計画」という。）」とあるのは「国際経済事業計画」と，「特定事

　業の」とあるのは「国際経済事業の」と，「特定事業を」とあるのは「国際経済事業を」と，

　「特定事業に係る施設」とあるのは「国際経済事業に係る施設」と，第１２条第５項第１号中

　「事業開始日」とあるのは「国際経済事業開始日」と，「事業計画」とあるのは「国際経済

　事業計画」と，「認定事業」とあるのは「国際経済事業」と，同項第２号中「第１５条（認定

　事業に係る部分に限る。）又は第１６条（認定事業に係る部分に限る。）」とあるのは「第２１
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　条（国際経済事業に係る部分に限る。）又は第２２条（国際経済事業に係る部分に限る。）」

　と，「認定事業」とあるのは「国際経済事業」と，「，償却資産及び土地」とあるのは「及

　び償却資産」と，第１３条第１項中「前条」とあるのは「第２０条」と，「事業計画」とあるの

　は「国際経済事業計画」と，「事業開始日」とあるのは「国際経済事業開始日」と，「事業

　変更計画」とあるのは「国際経済事業変更計画」と，同条第２項中「事業変更計画」とある

　のは「国際経済事業変更計画」と，第１４条中「認定事業者」とあるのは「認定国際経済事業

　者」と，「事業に関する計画」とあるのは「国際経済事業に関する計画」と，「前条第１項」

　とあるのは「第２０条第３項において準用する第１３条」と，「認定事業計画」とあるのは「認

　定国際経済事業計画」と，「従って認定事業」とあるのは「従って国際経済事業」と，「係

　る認定事業」とあるのは「係る国際経済事業」と読み替えるものとする。

　（国際経済事業施設に係る固定資産税及び都市計画税の不均一課税）

第２１条　認定国際経済事業者の，認定国際経済事業計画に係る国際経済事業に係る施設（以下

　「国際経済事業施設」という。）のうち規則で定めるものの用に供する家屋又は償却資産の

　うち規則で定めるもので，当該認定国際経済事業者が所有するものに対して課する固定資産

　税及び都市計画税の額は，次の表に掲げる事業の区分に応じ，その国際経済事業開始日の属

　する年の翌年の１月１日（その国際経済事業開始日が１月１日である場合には，同日）を賦

　課期日とする年度から５年度分の固定資産税及び都市計画税に限り，この項の規定の適用が

　ないものとした場合における市税条例第３６条の４及び第１７９条の規定を適用して計算した固

　定資産税額及び都市計画税額から，当該固定資産税額及び都市計画税額にそれぞれ同表に掲

　げる割合を乗じて得た額を控除した額に相当する金額とする。

２　前項に規定する家屋は，次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

　⑴　令和２年１月２日から令和５年３月３１日までの間（令和２年４月１日から令和５年３月

　　３１日までの間において国際経済事業計画に係る前条第１項の規定による認定（以下この条

　　において「当初認定」という。）を受けた者にあっては，当初認定を受けた日の翌日から

　　起算して３年を経過する日までの間を含み，当初認定を受けた国際経済事業計画に関し，

　　同条第３項において準用する第１３条の規定による変更の認定を受けた者にあっては，初め

　　て変更の認定を受けた日の翌日から起算して２年を経過する日又は当初認定を受けた日の

　　翌日から起算して３年を経過する日のいずれか遅い日までの間を含む。以下「認定国際経

　　済事業対象期間」という。）に建設に着手し，かつ取得したもの

　⑵　認定国際経済事業対象期間内に，当該認定国際経済事業計画に係る国際経済事業の用に

　　供するもの

　⑶　前条第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又はエンタープラ

　　イズゾーン条例の規定により認定を受けている計画に係る家屋でないもの

３　第１項に規定する償却資産は，次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

　⑴　認定国際経済事業対象期間内に取得したもの
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割合事業区分

３分の２別表第１の２の項，６の項，７の項又は９の項に掲げる分野に該当す

る国際経済事業であって規則で定めるもの
１

２分の１この表の１の項に掲げるもの以外の国際経済事業２



　⑵　認定国際経済事業対象期間内に，当該認定国際経済事業計画に係る国際経済事業の用に

　　供するもの

　⑶　国際経済事業開始日から起算して３月が経過した日の属する月の前月末日までに新たに

　　取得したもの

　⑷　前条第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又はエンタープラ

　　イズゾーン条例の規定により認定を受けている計画に係る償却資産でないもの

　（追加取得した国際経済事業に係る施設に係る固定資産税及び都市計画税の不均一課税）

第２２条　前条の規定にかかわらず，認定国際経済事業者の，認定国際経済事業計画に係る国際

　経済事業に係る施設のうち規則で定めるものの用に供する家屋又は償却資産であって，次に

　掲げる場合のいずれかに該当するときは，当該家屋又は償却資産のうち規則で定めるもので，

　当該認定国際経済事業者が所有するものに対して課する固定資産税及び都市計画税の額は，

　その国際経済事業開始日の属する年の翌年の１月１日（その国際経済事業開始日が１月１日

　である場合には，同日）を賦課期日とする年度から３年度分の固定資産税及び都市計画税に

　限り，この項の規定の適用がないものとした場合における市税条例第３６条の４及び第１７９条

　の規定を適用して計算した固定資産税額及び都市計画税額から，当該固定資産税額及び都市

　計画税額にそれぞれ２分の１を乗じて得た額を控除した額に相当する金額とする。

　⑴　当該認定国際経済事業計画に係る施設に係る家屋又は償却資産の敷地である土地が，当

　　該認定国際経済事業者が既に実施している別の認定国際経済事業計画に係る家屋又は償却

　　資産の敷地であるとき（当該認定国際経済事業計画に係る施設が償却資産のみであるとき

　　は，当該認定国際経済事業者及び当該償却資産が規則で定める要件に該当するときに限る。

　　次号において同じ。）

　⑵　当該認定国際経済事業計画に係る施設に係る家屋又は償却資産の敷地である土地が，エ

　　ンタープライズゾーン条例の施行の日から令和２年３月３１日にまでの間において，当該認

　　定国際経済事業者が認定を受けたことのある別の認定国際経済事業計画に係る家屋又は償

　　却資産の敷地であるとき。

２　前項に規定する家屋は，次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

　⑴　認定国際経済事業対象期間内に建設に着手し，かつ取得したもの

　⑵　認定国際経済事業対象期間内に，当該認定国際経済事業計画に係る国際経済事業の用に

　　供するもの

　⑶　第２０条第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又はエンタープ

　　ライズゾーン条例の規定により認定を受けている計画に係る家屋でないもの

３　第１項に規定する償却資産は，次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

　⑴　認定国際経済事業対象期間内に取得したもの

　⑵　認定国際経済事業対象期間内に，当該認定国際経済事業計画に係る国際経済事業の用に

　　供するもの

　⑶　国際経済事業開始日から起算して３月が経過した日の属する月の前月末日までに新たに

　　取得したもの

　⑷　第２０条第１項の認定を受けるまでの間に，当該認定とは別に，この条例又はエンタープ

　　ライズゾーン条例の規定により認定を受けている計画に係る償却資産でないもの

　（国際経済事業施設に係る不均一課税等の適用を受けようとする者がすべき申告）
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第２３条　第２１条及び前条の規定の適用を受けようとする者は，当該年度の初日の属する年の１

　月３１日までに，規則で定めるところにより，認定国際事業計画に係る国際経済事業に係る施

　設の所在地その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

　（特定事業計画から中核事業計画への変更）

第２４条　認定特定事業者（第１２条第１項の認定を受けた特定事業計画（第１３条第１項の規定に

　よる変更の認定があったときは，その変更後のもの。以下「認定特定事業計画」という。）

　に係る特定事業を行う者をいう。以下同じ。）は，その行おうとしていた特定事業の内容を

　変更し，中核事業として行おうとするときは，第１２条第１項の規定により特定事業計画の認

　定（以下この条において「当初認定」という。）を受けた日の翌日から起算して３年を経過

　する日又は事業開始日のいずれか早い日までに，認定特定事業計画を変更し，中核事業計画

　を作成した上で，当該中核事業計画に係る第１２条第１項の規定による認定を受けることがで

　きる。

２　市長は，前項の規定による認定を行う場合において，当該認定に係る中核事業計画と同項

　の規定による変更前の特定事業計画との間に高い関連性があると認めるときは，当該認定後

　の第１５条（中核事業に係る部分に限る。），第１６条（中核事業に係る部分に限る。）及び第

　１８条（中核事業に係る部分に限る。）の規定の適用については，前項の規定により認定を受

　けた者が，変更前の特定事業計画に係る第１２条第１項の認定を受けた当初から，認定中核事

　業計画（第１２条第１項の認定を受けた中核事業計画（第１３条第１項の規定による変更の認定

　があったときはその変更後のもの）をいう。以下同じ。）に従って中核事業を行っていたも

　のとみなすことができる。この場合における認定事業対象期間の終期は，当初認定を受けた

　事業計画に関し，前項の規定による変更の認定を受けた日（前項の規定による変更の認定を

　受ける前に第１３条第１項，第２５条第１項，第２６条第１項，第２７条第１項，第２８条第１項又は

　第２９条第１項のいずれかの規定による変更の認定を受けた者にあっては，初めて変更の認定

　を受けた日）の翌日から起算して２年を経過する日又は当初認定を受けた日の翌日から起算

　して３年を経過する日のいずれか遅い日とする。

　（中核事業計画から特定事業計画への変更）

第２５条　認定中核事業者（認定中核事業計画に係る中核事業を行う者をいう。以下同じ。）は，

　その行おうとしていた中核事業の内容を変更し，特定事業として行おうとするときは，第１２

　条第１項の規定により中核事業計画の認定（以下この条において「当初認定」という。）を

　受けた日の翌日から起算して３年を経過する日又は事業開始日のいずれか早い日までに，認

　定中核事業計画を変更し，特定事業計画を作成した上で，当該特定事業計画に係る第１２条第

　１項の規定による認定を受けることができる。

２　市長は，前項の規定による認定を行う場合において，当該認定に係る特定事業計画と同項

　の規定による変更前の中核事業計画との間に高い関連性があると認めるときは，当該認定後

　の第１５条（特定事業に係る部分に限る。）及び第１６条（特定事業に係る部分に限る。）の規

　定の適用については，前項の規定により認定を受けた者が，変更前の中核事業計画に係る第

　１２条第１項の認定を受けた当初から，認定特定事業計画に従って特定事業を行っていたもの

　とみなすことができる。この場合における認定事業対象期間の終期は，当初認定を受けた事

　業計画に関し，前項の規定による変更の認定を受けた日（前項の規定による変更の認定を受

　ける前に第１３条第１項，第24条第１項，第26条第１項，第27条第１項，第28条第１項又は第
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　２９条第１項のいずれかの規定による変更の認定を受けた者にあっては，初めて変更の認定を

　受けた日）の翌日から起算して２年を経過する日又は当初認定を受けた日の翌日から起算し

　て３年を経過する日のいずれか遅い日とする。

　（特定事業計画から特例中核事業計画への変更）

第２６条　認定特定事業者は，その行おうとしていた特定事業の内容を変更し，特例中核事業と

　して行おうとするときは，第１２条第１項の規定により特定事業計画の認定（以下この条にお

　いて「当初認定」という。）を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日又は事業開始

　日のいずれか早い日までに，認定特定事業計画を変更し，特例中核事業計画を作成した上で，

　当該特例中核事業計画に係る第１２条第１項の規定による認定を受けることができる。

２　市長は，前項の規定による認定を行う場合において，当該認定に係る特例中核事業計画と

　同項の規定による変更前の特定事業計画との間に高い関連性があると認めるときは，当該認

　定後の第１５条（特例中核事業に係る部分に限る。），第１６条（特例中核事業に係る部分に限

　る。）及び第１８条（特例中核事業に係る部分に限る。）の規定の適用については，前項の規

　定により認定を受けた者が，変更前の特定事業計画に係る第１２条第１項の認定を受けた当初

　から，認定特例中核事業計画（第１２条第１項の認定を受けた特例中核事業計画（第１３条第１

　項の規定による変更の認定があったときは，その変更後のもの）をいう。以下同じ。）に従

　って特例中核事業を行っていたものとみなすことができる。この場合における認定事業対象

　期間の終期は，当初認定を受けた事業計画に関し，前項の規定による変更の認定を受けた日

　（前項の規定による変更の認定を受ける前に第１３条第１項，第２４条第１項，第２５条第１項，

　第２７条第１項，第２８条第１項又は第２９条第１項のいずれかの規定による変更の認定を受けた

　者にあっては，初めて変更の認定を受けた日）の翌日から起算して２年を経過する日又は当

　初認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日のいずれか遅い日とする。

　（特例中核事業計画から特定事業計画への変更）

第２７条　認定特例中核事業者（認定特例中核事業計画に係る特例中核事業を行う者をいう。以

　下同じ。）は，その行おうとしていた特例中核事業の内容を変更し，特定事業として行おう

　とするときは，第１２条第１項の規定により特例中核事業計画の認定（以下この条において 

　「当初認定」という。）を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日又は事業開始日の

　いずれか早い日までに，認定特例中核事業計画を変更し，特定事業計画を作成した上で，当

　該特定事業計画に係る第１２条第１項の規定による認定を受けることができる。

２　市長は，前項の規定による認定を行う場合において，当該認定に係る特定事業計画と同項

　の規定による変更前の特例中核事業計画との間に高い関連性があると認めるときは，当該認

　定後の第１５条（特定事業に係る部分に限る。）及び第１６条（特定事業に係る部分に限る。）

　の規定の適用については，前項の規定により認定を受けた者が，変更前の特例中核事業計画

　に係る第１２条第１項の認定を受けた当初から，認定特定事業計画に従って特定事業を行って

　いたものとみなすことができる。この場合における認定事業対象期間の終期は，当初認定を

　受けた事業計画に関し，前項の規定による変更の認定を受けた日（前項の規定による変更の

　認定を受ける前に第１３条第１項，第２４条第１項，第２５条第１項，第２６条第１項，第２８条第１

　項又は第２９条第１項のいずれかの規定による変更の認定を受けた者にあっては，初めて変更

　の認定を受けた日）の翌日から起算して２年を経過する日又は当初認定を受けた日の翌日か

　ら起算して３年を経過する日のいずれか遅い日とする。
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５９

　（中核事業計画から特例中核事業計画への変更）

第２８条　認定中核事業者は，その行おうとしていた中核事業の内容を変更し，特例中核事業と

　して行おうとするときは，第１２条第１項の規定により中核事業計画の認定（以下この条にお

　いて「当初認定」という。）を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日又は事業開始

　日のいずれか早い日までに，認定中核事業計画を変更し，特例中核事業計画を作成した上で，

　当該特例中核事業計画に係る第１２条第１項の規定による認定を受けることができる。

２　市長は，前項の規定による認定を行う場合において，当該認定に係る特例中核事業計画と

　同項の規定による変更前の中核事業計画との間に高い関連性があると認めるときは，当該認

　定後の第１５条（特例中核事業に係る部分に限る。），第１６条（特例中核事業に係る部分に限

　る。）及び第１８条（特例中核事業に係る部分に限る。）の規定の適用については，前項の規

　定により認定を受けた者が，変更前の中核事業計画に係る第１２条第１項の認定を受けた当初

　から，認定特例中核事業計画に従って特例中核事業を行っていたものとみなすことができる。

　この場合における認定事業対象期間の終期は，当初認定を受けた事業計画に関し，前項の規

　定による変更の認定を受けた日（前項の規定による変更の認定を受ける前に第１３条第１項，

　第２４条第１項，第２５条第１項，第２６条第１項，第２７条第１項又は第２９条第１項のいずれかの

　規定による変更の認定を受けた者にあっては，初めて変更の認定を受けた日）の翌日から起

　算して２年を経過する日又は当初認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日のい

　ずれか遅い日とする。

　（特例中核事業計画から中核事業計画への変更）

第２９条　認定特例中核事業者は，その行おうとしていた特例中核事業の内容を変更し，中核事

　業として行おうとするときは，第１２条第１項の規定により特例中核事業計画の認定（以下こ

　の条において「当初認定」という。）を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日又は

　事業開始日のいずれか早い日までに，認定特例中核事業計画を変更し，中核事業計画を作成

　した上で，当該中核事業計画に係る第１２条第１項の規定による認定を受けることができる。

２　市長は，前項の規定による認定を行う場合において，当該認定に係る中核事業計画と同項

　の規定による変更前の特例中核事業計画との間に高い関連性があると認めるときは，当該認

　定後の第１５条（中核事業に係る部分に限る。），第１６条（中核事業に係る部分に限る。）及

　び第１８条（中核事業に係る部分に限る。）の規定の適用については，前項の規定により認定

　を受けた者が，変更前の特例中核事業計画に係る第１２条第１項の認定を受けた当初から，認

　定中核事業計画に従って中核事業を行っていたものとみなすことができる。この場合におけ

　る認定事業対象期間の終期は，当初認定を受けた事業計画に関し，前項の規定による変更の

　認定を受けた日（前項の規定による変更の認定を受ける前に第１３条第１項，第２４条第１項，

　第２５条第１項，第２６条第１項，第２７条第１項又は第２８条第１項のいずれかの規定による変更

　の認定を受けた者にあっては，初めて変更の認定を受けた日）の翌日から起算して２年を経

　過する日又は当初認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日のいずれか遅い日と

　する。

　（認定特定事業者に係る地位の全部の承継）

第３０条　次に掲げる者は，市長の承認を受けて，事業開始日以後，認定特定事業者が有してい

　た第１２条第１項，第１３条第１項，第２５条第１項又は第２７条第１項の認定に基づく地位を承継

　することができる。
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　⑴　認定特定事業者について相続があった場合における相続人（相続人が２人以上ある場合

　　において，その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは，その者）

　⑵　認定特定事業者について合併があった場合における合併後存続する法人又は合併により

　　設立した法人

　⑶　認定特定事業者について分割（認定特定事業計画に係る特定事業の全部を承継させるも

　　のに限る。）があった場合における分割によりその特定事業の全部を承継した法人

　⑷　認定特定事業者が株式交換を行った場合における当該認定特定事業者の発行済株式の全

　　部を取得した会社（認定特定事業計画に係る特定事業の全部を承継した株式会社又は合同

　　会社に限る。）

　⑸　認定特定事業者が株式移転（他の株式会社と共同してするものを含む。）を行った場合

　　における株式移転により設立された株式会社（認定特定事業計画に係る特定事業の全部を

　　承継したものに限る。）

　⑹　認定特定事業計画に係る特定事業の全部が譲渡された場合におけるその特定事業の全部

　　を譲り受けた者

２　前項の承認を受けようとする者は，事業承継日（相続があった日，合併があった日，分割

　があった日，株式交換があった日，株式移転があった日又は特定事業の譲渡があった日をい

　う。）の翌日から起算して３月以内に，次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなけ

　ればならない。

　⑴　承継前の認定特定事業計画に関する事項

　⑵　前項の承認を受けようとする者に関する事項

　⑶　相続，合併，分割，株式交換，株式移転又は特定事業の譲渡に関する事項

　⑷　認定特定事業計画に係る特定事業の承継に関する事項

　⑸　前各号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事項

　（認定中核事業者，認定特例中核事業者及び認定国際経済事業者に係る地位の全部の承継へ

　の準用）

第３１条　前条の規定は，認定中核事業者が有していた第１２条第１項，第１３条第１項，第２４条第

　１項又は第２９条第１項の認定に基づく地位の承継について準用する。この場合において，前

　条第１項中「認定特定事業者」とあるのは「認定中核事業者」と，「第２５条第１項又は第２７

　条第１項」とあるのは「第２４条第１項又は第２９条第１項」と，「認定特定事業計画」とある

　のは「認定中核事業計画」と，「特定事業の」とあるのは「中核事業の」と，同条第２項中

　「特定事業の」とあるのは「中核事業の」と，「認定特定事業計画」とあるのは「認定中核

　事業計画」と読み替えるものとする。

２　前条の規定は，認定特例中核事業者が有していた第１２条第１項，第１３条第１項，第２６条第

　１項又は第２８条第１項の認定に基づく地位の承継について準用する。この場合において，前

　条第１項中「認定特定事業者」とあるのは「認定特例中核事業者」と，「第２５条第１項又は

　第２７条第１項」とあるのは「第２６条第１項又は第２８条第１項」と，「認定特定事業計画」と

　あるのは「認定特例中核事業計画」と，「特定事業の」とあるのは「特例中核事業の」と，

　同条第２項中「特定事業の」とあるのは「特例中核事業の」と，「認定特定事業計画」とあ

　るのは「認定特例中核事業計画」と読み替えるものとする。

３　前条の規定は，認定国際経済事業者が有していた第２０条第１項又は同条第３項において準
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６１

　用する第１３条の認定に基づく地位の承継について準用する。この場合において，前条第１項

　中「事業開始日」とあるのは「国際経済事業開始日」と，「認定特定事業者」とあるのは 

　「認定国際経済事業者」と，「第１２条第１項，第１３条第１項，第２５条第１項又は第２７条第１

　項」とあるのは「第２０条第１項又は同条第３項において準用する第１３条」と，「認定特定事

　業計画」とあるのは「認定国際経済事業計画」と，「特定事業の」とあるのは「国際経済事

　業の」と，同条第２項中「特定事業の」とあるのは「国際経済事業の」と，「認定特定事業

　計画」とあるのは「認定国際経済事業計画」と読み替えるものとする。

　（認定特定事業者の財産の一部の承継に係る地位の一部の承継）

第３２条　次に掲げる者は，市長の承認を受けて，事業開始日以後，承継を受けた特定事業家屋

　等（第１５条又は第１６条の規定により固定資産税及び都市計画税につき不均一の課税の対象と

　なる家屋，償却資産又は土地をいう。以下同じ。）に係る範囲内において，認定特定事業者

　が有していた第１２条第１項，第１３条第１項，第２５条第１項又は第２７条第１項の認定に基づく

　地位を承継することができる。

　⑴　認定特定事業者について分割（認定特定事業計画に係る特定事業の全部を承継させるも

　　のを除く。）があった場合における分割により特定事業家屋等の一部を承継した法人

　⑵　認定特定事業者が株式交換を行った場合における当該認定特定事業者の発行済株式の全

　　部を取得した会社（認定特定事業計画に係る特定事業の全部を承継した株式会社又は合同

　　会社を除き，特定事業家屋等の一部を承継した株式会社又は合同会社に限る。）

　⑶　認定特定事業者が株式移転（他の株式会社と共同してするものを含む。）を行った場合

　　における株式移転により設立された株式会社（認定特定事業計画に係る特定事業の全部を

　　承継したものを除き，特定事業家屋等の一部を承継した株式会社又は合同会社に限る。）

　⑷　認定特定事業計画に係る特定事業の譲渡（当該特定事業の全部を譲渡するものを除く。）

　　があった場合における特定事業家屋等の一部を譲り受けた者

２　前項の承認は，次の各号のいずれかに該当する場合でなければ，行うことができないもの

　とする。

　⑴　地位の承継を受けようとする者が，認定特定事業者が認定を受けていた特定事業計画に

　　従った特定事業を，単独で引き続き行うことができるものと認められること。

　⑵　地位の承継を受けようとする者が複数いる場合にあっては，これら複数の者が，認定特

　　定事業者が認定を受けていた特定事業計画に従った特定事業を，共同で引き続き行うこと

　　ができるものと認められること。

　⑶　特定事業家屋等の一部が認定特定事業者に留保されている場合にあっては，当該認定特

　　定事業者と地位の承継を受けようとする者（地位の承継を受けようとする者が複数いる場

　　合を含む。）が，認定特定事業者が認定を受けていた特定事業計画に従った特定事業を，

　　共同で引き続き行うことができるものと認められること。

３　市長は，第１項の承認を行う場合において，必要があると認めるときは，第１３条第１項の

　認定を合わせて行うものとする。この場合において，市長は，必要があると認めるときは，

　１の認定特定事業者が行っていた特定事業を複数の認定特定事業者が行うよう変更する旨の

　特定事業計画の変更を認定することができる。

４　第１項の承認を受けようとする者は，事業承継日（分割があった日，株式交換があった日，

　株式移転があった日又は特定事業の一部の譲渡があった日をいう。）の翌日から起算して３
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　月以内に，次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

　⑴　承継前の認定特定事業計画に関する事項

　⑵　第１項の承認を受けようとする者に関する事項

　⑶　分割，株式交換，株式移転又は特定事業の一部の譲渡に関する事項

　⑷　認定特定事業計画に係る特定事業の承継に関する事項

　⑸　第１項の承認を受けようとする者に係る承継後の特定事業計画に関する事項

　⑹　第２項各号に関する事項

　⑺　前各号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める事項

　（認定中核事業者，認定特例中核事業者及び認定国際経済事業者についての財産の一部の承

　継に係る地位の一部の承継への準用）

第３３条　前条の規定は，認定中核事業者が有していた第１２条第１項，第１３条第１項，第２４条第

　１項又は第２９条第１項の認定に基づく地位の承継について準用する。この場合において，前

　条第１項中「特定事業家屋等」とあるのは「中核事業家屋等」と，「土地」とあるのは「土

　地並びに第１８条（中核事業に係る部分に限る。）の規定により事業所税につき不均一の課税

　の対象となる事業所等」と，「認定特定事業者」とあるのは「認定中核事業者」と，「第２５

　条第１項又は第２７条第１項」とあるのは「第２４条第１項又は第２９条第１項」と，「認定特定

　事業計画」とあるのは「認定中核事業計画」と，「特定事業の」とあるのは「中核事業の」

　と，同条第２項中「認定特定事業者」とあるのは「認定中核事業者」と，「特定事業計画」

　とあるのは「中核事業計画」と，「特定事業を」とあるのは「中核事業を」と，「特定事業

　家屋等」とあるのは「中核事業家屋等」と，同条第３項中「認定特定事業者」とあるのは 

　「認定中核事業者」と，「特定事業を」とあるのは「中核事業を」と，「特定事業計画」と

　あるのは「中核事業計画」と，同条第４項中「特定事業の」とあるのは「中核事業の」と，

　「認定特定事業計画」とあるのは「認定中核事業計画」と，「特定事業計画に関する」とあ

　るのは「中核事業計画に関する」と読み替えるものとする。

２　前条の規定は，認定特例中核事業者が有していた第１２条第１項，第１３条第１項，第２６条第

　１項又は第２８条第１項の認定に基づく地位の承継について準用する。この場合において，前

　条第１項中「特定事業家屋等」とあるのは「特例中核事業家屋等」と，「土地」とあるのは

　「土地並びに第１８条（特例中核事業に係る部分に限る。）の規定により事業所税につき不均

　一の課税の対象となる事業所等」と，「認定特定事業者」とあるのは「認定特例中核事業 

　者」と，「第２５条第１項又は第２７条第１項」とあるのは「第２６条第１項又は第２８条第１項」

　と，「認定特定事業計画」とあるのは「認定特例中核事業計画」と，「特定事業の」とある

　のは「特例中核事業の」と，同条第２項中「認定特定事業者」とあるのは「認定特例中核事

　業者」と，「特定事業計画」とあるのは「特例中核事業計画」と，「特定事業を」とあるの

　は「特例中核事業を」と，「特定事業家屋等」とあるのは「特例中核事業家屋等」と，同条

　第３項中「認定特定事業者」とあるのは「認定特例中核事業者」と，「特定事業を」とある

　のは「特例中核事業を」と，「特定事業計画」とあるのは「特例中核事業計画」と，同条第

　４項中「特定事業の」とあるのは「特例中核事業の」と，「認定特定事業計画」とあるのは

　「認定特例中核事業計画」と，「特定事業計画に関する」とあるのは「特例中核事業計画に

　関する」と読み替えるものとする。

３　前条の規定は，認定国際経済事業者が有していた第２０条第１項又は同条第３項において準
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６３

　用する第１３条の認定に基づく地位の承継について準用する。この場合において，前条第１項

　中「事業開始日」とあるのは「国際経済事業開始日」と，「特定事業家屋等」とあるのは「国

　際経済事業家屋等」と，「第１５条又は第１６条」とあるのは「第２１条又は第２２条」と，「，償

　却資産又は土地」とあるのは「又は償却資産」と，「認定特定事業者」とあるのは「認定国

　際経済事業者」と，「第１２条第１項，第１３条第１項，第２５条第１項又は第２７条第１項」とあ

　るのは「第２０条第１項又は同条第３項において準用する第１３条」と，「認定特定事業計画」

　とあるのは「認定国際経済事業計画」と，「特定事業の」とあるのは「国際経済事業の」と，

　同条第２項中「認定特定事業者」とあるのは「認定国際経済事業者」と，「特定事業計画」

　とあるのは「国際経済事業計画」と，「特定事業を」とあるのは「国際経済事業を」と，「特

　定事業家屋等」とあるのは「国際経済事業家屋等」と，同条第３項中「第１３条第１項」とあ

　るのは「第２０条第３項において準用する第１３条」と，「認定特定事業者」とあるのは「認定

　国際経済事業者」と，「特定事業を」とあるのは「国際経済事業を」と，「特定事業計画」

　とあるのは「国際経済事業計画」と，同条第４項中「特定事業の」とあるのは「国際経済事

　業の」と，「認定特定事業計画」とあるのは「認定国際経済事業計画」と，「特定事業計画

　に関する」とあるのは「国際経済事業計画に関する」と読み替えるものとする。

　（事業の開始等の届出）

第３４条　次の表の左欄に掲げる者は，同表の右欄に定める事業を開始し，休止し，又は廃止し

　ようとするときは，その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

　　　第４章　雑則

　（報告の徴収等）

第３５条　市長は，この条例における計画の認定に係る適正な審査又は事業の適正な実施を確保

　するため必要があると認めるときは，当該計画の認定の審査に係る事項若しくは当該事業の

　実施の状況に関し必要な報告を求め，又はその職員に，次に掲げる場所に立ち入り，当該計

　画の認定の審査に係る事項若しくは当該事業の実施の状況に関し必要な調査若しくは質問を

　させることができる。

　⑴　第３条，第５条，第６条，第１２条，第１３条又は第２０条の認定に係る家屋，償却資産及び

　　土地

　⑵　第９条，第１５条，第１６条，第２１条又は第２２条の規定の適用を受ける家屋，償却資産及び

　　土地

　⑶　第１８条の規定の適用を受ける事業所等

２　前項の場合においては，オフィスビル認定事業者，認定事業者及び認定国際経済事業者は，

　これに協力するものとする。

３　第１項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，かつ，関係

　人の請求があるときは，関係人にこれを提示しなければならない。
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認定特定事業計画に係る特定事業認定特定事業者

認定中核事業計画に係る中核事業認定中核事業者

認定特例中核事業計画に係る特例中核事業認定特例中核事業者

認定国際経済事業計画に係る国際経済事業認定国際経済事業者



４　第１項の規定による立入検査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解してはなら

　ない。

５　認定事業者及び認定国際経済事業者は，実施義務期間内においては，第１項に基づく調査

　に応じなければならない。

　（事業実施確認）

第３６条　市は，この条例に規定する事業が適正かつ確実に実施されているかどうかを把握する

　ことによりこの条例の規定が厳格に適用されるよう，少なくとも毎年１回以上事業の実施状

　況についての調査を行うなど，税負担の公平を確保するために必要な措置を講ずるものとす

　る。

　（市の責務）

第３７条　市は，第１条の目的を達成するために，必要な規制の緩和，財政上の措置その他の必

　要な施策を講じることにより，オフィスビル事業，特定事業等及び国際経済事業の集積を促

　進するための事業環境の整備に努めるものとする。

　（施行細目の委任）

第３８条　この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，令和２年４月１日から施行する。

　（この条例の失効）

２　この条例は，令和５年３月３１日限り，その効力を失う。

　（失効に伴う経過措置）

３　次に掲げるものについては，この条例は，前項に規定する日（以下「失効日」という。）

　後も，なおその効力を有する。

　⑴　次に掲げるものに対して課する固定資産税及び都市計画税

ア　失効日までに取得され，かつ，認定オフィスビル事業計画に係る第９条に規定する家

　屋（同条に規定するオフィスビル認定事業者が令和２年４月１日から失効日までの間に

　第３条第１項の規定による認定（アにおいて「当初オフィスビル事業認定」という。）

　を受けた場合にあっては，当初オフィスビル事業認定を受けた日の翌日から起算して３

　年を経過する日まで，当初オフィスビル事業認定を受けた日の翌日から起算して３年を

　経過する日又は完成の日のいずれか早い日までの間に当初オフィスビル事業認定を受け

　たオフィスビル事業計画に関し，第５条第１項の規定による変更の認定を受けた者にあ

　っては，初めて変更の認定を受けた日の翌日から起算して２年を経過する日又は当初オ

　フィスビル事業認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日のいずれか遅い日

　までの間に取得されたものを含む。）で当該オフィスビル認定事業者が所有するもの

イ　アに掲げるものの敷地である土地（第９条に規定する土地に限る。）で当該オフィス

　ビル認定事業者が所有するもの

ウ　失効日までに取得され，かつ，認定事業計画に係る認定事業の用に供　された第１５条

　又は第１６条に規定する家屋又は償却資産（第１５条又は第１６条に規定する認定事業者が令

　和２年４月１日から失効日までの間（以下「特定期間」という。）に第１２条第１項の規

　定による認定（ウ及びエにおいて「当初認定」という。）を受けた場合にあっては，当
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　初認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日まで，当初認定を受けた日の翌

　日から起算して３年を経過する日又は事業開始日のいずれか早い日までの間に当初認定

　を受けた事業計画に関し，第１３条第１項，第２４条第１項，第２５条第１項，第２６条第１項，

　第２７条第１項，第２８条第１項又は第２９条第１項のいずれかの規定による変更の認定を受

　けた者にあっては，初めて変更の認定を受けた日の翌日から起算して２年を経過する日

　又は当初認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日のいずれか遅い日までの

　間に取得され，かつ，認定事業計画に係る認定事業の用に供されたものを含む。）で当

　該認定事業者が所有するもの

エ　ウに掲げるものの敷地である土地（第１５条に規定する認定事業者が令　和２年１月２

　日から失効日までの間に取得し，かつ，当初認定時に建設に着手していない場合は，そ

　の取得の日の翌日から起算して１年を経過する日までに当該土地を敷地とする同条に規

　定する認定事業に係る施設の建設の着手があったものに限る。）で当該認定事業者が所

　有するもの

オ　失効日までに取得され，かつ，認定国際経済事業計画に係る国際経済　事業の用に供

　された第２１条又は第２２条に規定する家屋又は償却資産（第２１条又は第２２条に規定する認

　定国際経済事業者が特定期間に第２０条第１項の規定による認定（オにおいて当初認定と

　いう。）を受けた場合にあっては，当初認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過

　する日まで，当初認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日又は国際経済事

　業開始日のいずれか早い日までの間に当初認定を受けた国際経済事業計画に関し，同条

　第３項において準用する第１３条の規定による変更の認定を受けた者にあっては，初めて

　変更の認定を受けた日の翌日から起算して２年を経過する日又は当初認定を受けた日の

　翌日から起算して３年を経過する日のいずれか遅い日までの間に取得され，かつ，認定

　国際経済事業計画に係る国際経済事業の用に供されたものを含む。）で当該認定国際経

　済事業者が所有するもの

　⑵　失効日までに認定事業計画に係る認定事業が開始された第１８条に規定する事業所等（同

　　条に規定する認定事業者が特定期間に中核事業計画に係る第１２条第１項の規定による認定

　　又は特例中核事業計画に係る第１２条第１項の規定による認定（この号において「当初認 

　　定」という。）を受けた場合にあっては，当初認定を受けた日の翌日から起算して３年を

　　経過する日まで，当初認定を受けた日の翌日から起算して３年を経過する日又は事業開始

　　日のいずれか早い日までの間に当初認定を受けた事業計画に関し，第１３条第１項，第２４条

　　第１項，第２６条第１項，第２８条第１項又は第２９条第１項のいずれかの規定による変更の認

　　定を受けた者にあっては，初めて変更の認定を受けた日の翌日から起算して２年を経過す

　　る日又は当初認定の翌日から起算して３年を経過する日のいずれか遅い日までの間に，認

　　定事業に係る認定事業を開始したものを含む。）において第１８条に規定する認定事業者が

　　行う事業に対して課する事業所税

４　第６条の規定は，失効日後も，同条の規定が効力を有するとしたならば当該規定によりオ

　フィスビル認定事業者の変更の認定を受けることができる者が，附則第３項の規定によりな

　おその効力を有することとされるこの条例の規定に基づいて固定資産税又は都市計画税に係

　る不均一の課税の対象者となり得る限りにおいて，なおその効力を有する。

５　第１１条の規定は，失効日後も，同条の規定が効力を有するとしたならば当該規定により地
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　位の承継を受けることができる者が，附則第３項の規定によりなおその効力を有することと

　されるこの条例の規定に基づいて固定資産税又は都市計画税に係る不均一の課税の対象者と

　なり得る限りにおいて，なおその効力を有する。

６　第２４条から第２９条までの規定は，失効日後も，次に掲げる者が，附則第３項の規定により

　なおその効力を有することとされるこの条例の規定に基づいて固定資産税，都市計画税又は

　事業所税に係る不均一の課税の対象者となり得る限りにおいて，なおその効力を有する。

　⑴　失効日後も第２４条から第２９条までの規定が効力を有するとしたならば第２４条又は第２９条

　　の規定により中核事業計画に係る第１２条第１項の認定を受けることができる者

　⑵　失効日後も第２４条から第２９条までの規定が効力を有するとしたならば第２５条又は第２７条

　　の規定により特定事業計画に係る第１２条第１項の認定を受けることができる者

　⑶　失効日後も第２４条から第２９条までの規定が効力を有するとしたならば第２６条又は第２８条

　　の規定により特例中核事業計画に係る第１２条第１項の認定を受けることができる者

７　第３０条から第３３条までの規定は，失効日後も，第３０条から第３３条までの規定が効力を有す

　るとしたならば当該規定により地位の承継を受けることができる者が，附則第３項の規定に

　よりなおその効力を有することとされるこの条例の規定に基づいて固定資産税，都市計画税

　又は事業所税に係る不均一の課税の対象者となり得る限りにおいて，なおその効力を有する。

８　第７条，第３４条，第３５条及び第３６条の規定は，失効日後も，次の表の左欄に掲げる者に係

　る同表の中欄に掲げる期限における同表の右欄に掲げる事業の実施に必要な限りにおいて，

　なおその効力を有する。

９　第１２条第５項及び第２０条第３項において準用する第１２条第５項の規定に基づき本市と認定

　事業者及び認定国際経済事業者との間で締結された協定の効力については，失効日後も，な

　お従前の例による。

別表第１（第２条関係）
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認定オフィスビル事業計画に

係るオフィスビル事業

第９条第１項に規定する不均一

課税の適用年度終了まで

オフィスビル認定事業者

認定特定事業計画に係る特定

事業

第１２条第５項第１号に規定する

実施義務期間終了まで

認定特定事業者

認定中核事業計画に係る中核

事業

第１２条第５項第１号に規定する

実施義務期間終了まで

認定中核事業者

認定特例中核事業計画に係る

特例中核事業

第１２条第５項第１号に規定する

実施義務期間終了まで

認定特例中核事業者

認定国際経済事業計画に係る

国際経済事業

第２０条第３項において準用する

第１２条第５項第１号に規定する

実施義務期間終了まで

認定国際経済事業者

対象事業分野

⑴　繊維工業品，雑貨工業品，貴金属製品，家具製品，食料品，

　飲料水その他の生活文化に関する製品の製造又は卸売りの事

１　生活文化に関連する

　分野
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　業であって，当該製品の企画及び開発を併せて行うもの又は

　主として神戸市内において企画及び開発をした製品を扱うも

　の

⑵　⑴の製品に関するデザインその他企画及び開発に関する専

　門的なサービスを行う事業

⑶　⑴及び⑵に掲げる事業に類するものとして市長が特に必要

　があると認める事業

⑴　情報処理又は電気通信の高度化に資する電子機器又は通信

　機器の開発又は製造を行う事業

２　情報及び通信に関連

　する分野

⑵　電気通信による情報の流通の円滑化に資する電気通信事業

　又は放送事業に関するサービスを提供する事業

⑶　ソフトウェアの作成，情報処理サービス又は情報提供サー

　ビスを行う事業

⑷　電気通信回線又は無線を利用して新たなサービスを提供し，

　又はサービスの提供の方式を改善する事業

⑸　高度なソフトウェア技術を利用して映像の開発又は制作を

　行う事業

⑹　電気通信回線又は電子機器を利用して顧客情報その他の情

　報のバックアップを行う事業

⑺　⑴から⑹までに掲げる事業に類するものとして市長が特に

　必要があると認める事業

⑴　外国企業等が我が国において行う事業の円滑な実施を支援

　する事業

３　国際化に関連する分

　野

⑵　外国企業等が行う事業のうち神戸市内の事業者の事業活動

　に係る技術の高度化又は経営の能率の向上に寄与するもの

⑶　⑴及び⑵に掲げる事業に類するものとして市長が特に必要

　があると認める事業

⑴　高度な集客力を有する文化施設，スポーツ施設又はレクリ

　エーション施設の設置及び運営を行う事業

４　集客に関連する分野

⑵　⑴に掲げる事業に類するものとして市長が特に必要がある

　と認める事業

⑴　高度な荷さばき，保管，流通加工等の機能を有する物流施

　設の設置及び運営を行う事業

５　物流に関連する分野

⑵　⑴に掲げる事業に類するものとして市長が特に必要がある

と認める事業
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⑴　高度な医療技術又はバイオテクノロジーの発展に寄与する

　医療機器，医療用品，理化学機械器具又は歯科材料の開発又

　は製造を行う事業

６　医療，健康及び福祉

　に関連する分野

⑵　バイオテクノロジーその他の高度な技術を利用して医薬品

　の開発を行う事業及び医薬品の製造に係る装置の開発又は製

　造を行う事業

⑶　介護を行う者の負担の軽減に資する福祉用具の開発又は製

　造を行う事業

⑷　健康の保持及び増進を図るための製品を開発若しくは製造

　し，又はサービスを総合的に提供する事業

⑸　⑴から⑷までに規定する事業その他医療技術の発展に寄与

　する事業に係る専門的なサービスを提供する事業

⑹　⑴から⑸までに掲げる事業に類するものとして市長が特に

　必要があると認める事業

⑴　高度な技術を利用した集じん装置，排水処理装置その他の

　公害防止装置の開発を行う事業

７　環境に関連する分野

⑵　自然的作用により完全に分解することその他これに類する

　ことにより環境への負荷の低減に資する原材料の製造に係る

　技術の開発を行う事業

⑶　再生資源の利用の促進に資する技術の開発を行う事業

⑷　オゾン層を破壊する物質又はエネルギーの使用の合理化に

　資する技術の開発を行う事業

⑸　水，土壌その他の自然において存在するものの浄化その他

　の回復に資する技術の開発を行う事業

⑹　都市の緑化の促進に資する高度な技術の開発を行う事業

⑺　⑴から⑹までに掲げる事業に類するものとして市長が特に

　必要があると認める事業

⑴　高度ロボット，超小型機械その他の高精度な技術を利用し

　た製品又は生産効率の向上に資する新製造システムの開発そ

　の他の新製造技術に係る事業

８　新製造技術及び新素

　材に関連する分野

⑵　ファインセラミックスその他の新素材又は新材料の開発又

　は製造を行う事業

⑶　⑴及び⑵に掲げる事業に類するものとして市長が特に必要

があると認める事業
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別表第２（第１２条，第２０条関係）

　

―――――――――――――――――

　神戸市職員退職手当金条例の特例に関する条例をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造

神戸市条例第４７号

　　　神戸市職員退職手当金条例の特例に関する条例

　（趣旨）

第１条　この条例は，早期退職者に対する退職手当に関し，神戸市職員退職手当金条例（昭和

　２４年９月条例第１４７号。以下「退職手当金条例」という。）の特例を定めるものとする。

　（定義）

第２条　この条例において「早期退職者」とは，令和３年３月３１日に退職した者であって，次

　のいずれにも該当するものをいう。

　⑴　その者が退職した日において，地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律

　　第２８９号）附則第５項に規定する者のうち，電話交換業務又は介護業務に従事する職員 

　　（規則で定める者に限る。）であったこと。

　⑵　その者が退職した日が，その者の神戸市職員の定年等に関する条例（昭和５９年３月条例

　　第５９号）第２条に規定する定年退職日前であること。

　⑶　その者が退職する日までに，次条の規定の適用を受けたい旨を記載した申出書を任命権

　　者に提出し，任命権者の承認を受けたこと。

　（早期退職者に対する退職手当に係る条例の特例）

第３条　早期退職者に係る退職手当金条例第９条第１項の規定の適用については，同項中「そ

　の他これらに準ずる事由により退職した者」とあるのは「，神戸市職員退職手当金条例の特
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⑴　航空輸送の大量化，超高速化その他の能力の向上に資する

　機械器具又は宇宙用機器の開発，製造又は整備を行う事業

９　航空及び宇宙に関連

する分野

⑵　航空運送その他の航空機を利用して行う事業又は航空運航

　を支援する事業

⑶　⑴及び⑵に掲げる事業に類するものとして市長が特に必要

　があると認める事業

期間事業区分

１０年第１５条第１項の表の１の項，２の項，４の項及び５の項，第１８条第１項の表

の１の項及び３の項並びに第２１条第１項の適用を受けるもの
１

２０年第１５条第１項の表の３の項及び６の項並びに第１８条第１項の表の２の項及

び４の項の適用を受けるもの
２

６年第１６条第１項，第１８条第２項及び第２２条第１項の適用を受けるもの３



　例に関する条例（令和２年３月条例第４７号）第２条に規定する早期退職者（以下「早期退職

　者」という。）その他これらに準ずる事由により退職した者」と，「給料月額」とあるのは

　「給料月額（早期退職者にあつては，給料月額及び給料月額に神戸市職員退職手当金条例の

　特例に関する条例別表の左欄に掲げる退職日における年齢の区分に応じ，それぞれ同表の右

　欄に定める割合を乗じて得た額の合計額。第４項及び附則第３条において同じ。）」とする。

　　　附　則

　この条例は，令和２年４月１日から施行する。

別表（第３条関係）

　

―――――――――――――――――

　神戸市区の設置等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３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第４８号

　　　神戸市区の設置等に関する条例の一部を改正する条例

　神戸市区の設置等に関する条例（平成３１年３月条例第３１号）の一部を次のように改正する。

　第５条を次のように改める。

第５条　北区役所，北神区役所及び西区役所に出張所を置き，その位置，名称及び所管区域は，

　次の表のとおりとする。
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割　合退職日における年齢

１００分の５０満４５歳未満

１００分の４５満４５歳以上満５０歳未満

１００分の４０満５０歳以上満５５歳未満

１００分の３０満５５歳以上満５８歳未満

１００分の２０満５８歳以上満６０歳未満

所管区域位置名称

青葉台，大池見山台，柏尾台，幸陽町１―３丁目，谷上西町，

谷上東町，谷上南町，西大池１―２丁目，花山台，花山中尾台

１―３丁目，花山東町，松が枝町１―３丁目，山田町上谷上，

山田町坂本，山田町下谷上（猪ころび，今草，今草口，今草辻，

馬背，梅木谷（４３番地及び４６番地の北筆界以南），奥萩原，上

鷺谷，上の勝，上筑紫谷，上入道ケ谷，鴨谷，けかち谷，五池

谷，小屋ノ谷，下鷺谷，下入道ケ谷，下の勝，菖蒲谷，大正坊，

田代，筑紫谷，辻の谷，中一里山，中島，中谷，西小倉，西丸

山，萩原，東小倉，福田谷，水の出谷，門口，横谷を除く。），

山田町衝原，山田町中，山田町西下，山田町原野（芦見，石仏

神戸市北区松

が枝町２丁目

１番地の４

北区役所

山田出張

所
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谷，大原山，奥谷，数ノ奥山，笹小谷，笹原ノ尾，太右ヱ門山，

東笹原，福田ケ辻を除く。），山田町東下，山田町福地，山田町

与左衛門新田

有馬町神戸市北区有

馬町字中ノ畑

２４１番地の１

北神区役

所有馬出

張所

道場町生野，道場町日下部，道場町塩田，道場町道場，道場町

平田

神戸市北区道

場町塩田字下

溝尻１４１８番地

北神区役

所道場出

張所

八多町上小名田，八多町下小名田，八多町附物，八多町中，八

多町西畑，八多町屛風，八多町深谷，八多町柳谷，八多町吉尾

神戸市北区八

多町附物字杉

脇７８２番地の

７

北神区役

所八多出

張所

大沢町市原，大沢町上大沢，大沢町神付，大沢町廉，大沢町中

大沢，大沢町日西原

神戸市北区大

沢町中大沢字

泓１０００番地の

１

北神区役

所大沢出

張所

赤松台１―２丁目，鹿の子台北町１―８丁目，鹿の子台南町１

―６丁目，上津台１―９丁目，長尾町宅原，長尾町上津

神戸市北区長

尾町宅原３１９

番地の２

北神区役

所長尾出

張所

淡河町淡河，淡河町勝雄，淡河町北僧尾，淡河町北畑，淡河町

木津，淡河町行原，淡河町神田，淡河町中山，淡河町野瀬，淡

河町萩原，淡河町東畑，淡河町神影，淡河町南僧尾

神戸市北区淡

河町木津字尾

通５４番地

北神区役

所淡河出

張所

伊川谷町有瀬，伊川谷町井吹，伊川谷町上脇，伊川谷町小寺，

伊川谷町潤和，伊川谷町前開，伊川谷町長坂，伊川谷町布施畑，

伊川谷町別府，池上１―５丁目，今寺，大津和１―３丁目，北

別府１―５丁目，白水１―３丁目，前開南町１―２丁目，天王

山，南別府１―５丁目，和井取

神戸市西区池

上４丁目１５番

地の２

西区役所

伊川谷出

張所

井吹台北町１―５丁目，井吹台西町１―８丁目，井吹台東町１

―７丁目，学園西町１―８丁目，学園東町１―９丁目，樫野台

１―６丁目，春日台１―９丁目，狩場台１―５丁目，糀台１―

６丁目，高 台１―７丁目，竹の台１―６丁目，櫨谷町池谷，

櫨谷町菅野，櫨谷町谷口，櫨谷町寺谷，櫨谷町栃木，櫨谷町友

清，櫨谷町長谷，櫨谷町福谷，櫨谷町松本，平野町印路，平野

町大野，平野町大畑，平野町堅田，平野町黒田，平野町慶明，

平野町繁田，平野町芝崎，平野町下村，平野町常本，平野町中

津，平野町西戸田，平野町福中，平野町宮前，平野町向井，美

賀多台１―９丁目，室谷１―２丁目

神戸市西区糀

台５丁目６番

地の１

西区役所

西神中央

出張所



　　　附　則

　この条例は，令和２年４月１日から施行する。

　　

―――――――――――――――――

　神戸市事務分掌条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第４９号

　　　神戸市事務分掌条例等の一部を改正する条例

（事務分掌条例の一部改正）

第１条　神戸市事務分掌条例（平成１５年１０月条例第１９号）の一部を次のように改正する。

　　第１条市民参画推進局の項を次のように改める。

　　　文化スポーツ局

　　⑴　スポーツに関する事項

　　⑵　文化に関する事項

　　⑶　図書館及び博物館に関する事項

　　第１条保健福祉局の項中「保健福祉局」を「福祉局」に改め，同項中第３号を削り，同項
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櫨谷町池谷，櫨谷町菅野，櫨谷町谷口，櫨谷町寺谷，櫨谷町栃

木，櫨谷町友清，櫨谷町長谷，櫨谷町福谷，櫨谷町松本　

神戸市西区櫨

谷町長谷字光

松７１番地の１

西区役所

櫨谷出張

所

秋葉台１―３丁目，押部谷町押部，押部谷町木津，押部谷町近

江，押部谷町木見，押部谷町木幡，押部谷町細田，押部谷町栄，

押部谷町高和，押部谷町西盛，押部谷福住，押部谷養田，押部

谷町和田，北山台１―３丁目，桜が丘中町１―６丁目，桜が丘

西町１―６丁目，桜が丘東町１―６丁目，高雄台，月が丘１―

７丁目，富士見が丘１―５丁目，見津が丘１―７丁目，美穂が

丘１―５丁目

神戸市西区押

部谷町西盛字

老之本３１３番

地

西区役所

押部谷出

張所

平野町印路，平野町大野，平野町大畑，平野町堅田，平野町黒

田，平野町慶明，平野町繁田，平野町芝崎，平野町下村，平野

町常本，平野町中津，平野町西戸田，平野町福中，平野町宮前，

平野町向井

神戸市西区平

野町宮前字上

松１４８番地

西区役所

平野出張

所

神出町五百蔵，神出町池田，神出町北，神出町古神，神出町小

束野，神出町田井，神出町東，神出町広谷，神出町宝勢，神出

町南，神出町紫合，神出町勝成

神戸市西区神

出町田井字蔵

垣内５０番地

西区役所

神出出張

所

岩岡町岩岡，岩岡町印路，岩岡町西脇，岩岡町野中，岩岡町古

郷，大沢１―２丁目，上新地１―３丁目，福吉台１―２丁目，

竜が岡１―５丁目

神戸市西区岩

岡町岩岡字西

場９２２番 地の

１

西区役所

岩岡出張

所
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　の次に次のように加える。

　　　健康局

　　⑴　健康に関する事項

　　⑵　保健衛生に関する事項

　（地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例の一部改

　正）

第２条　神戸市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条

　例（平成３１年３月条例第３４号）の一部を次のように改正する。

　　本則中「昭和３１年法律第１６２号」の次に「。以下「法」という。」を加え，「教育に関す

　る事務のうちスポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）」を「次に

　掲げる教育に関する事務」に改め，本則に次の各号を加える。

　　⑴　図書館，博物館，美術館及び神戸市生涯学習支援センター（以下「特定社会教育機 

　　　関」という。）の設置，管理及び廃止に関すること（法第２１条第７号から第９号まで及

　　　び第１２号に掲げる事務のうち，特定社会教育機関のみに係るものを含む。）。

　　⑵　スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）。

　　⑶　文化に関すること。

　（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）

第３条　神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１８年１月条例第３８号）の一部を次のよ

　うに改正する。

　　第６条中「保健福祉局生活福祉部保護課更生センター若しくは保健所調整課，精神保健福

　祉センター若しくは保健センター，こども家庭局こども育成部総合療育センター」を「福祉

　局保護課更生センター，健康局保健所保健課若しくは精神保健福祉センター，こども家庭局

　総合療育センター」に改める。

　　第８条中「こども家庭局こども育成部総合療育センター」を「こども家庭局総合療育セン

　ター」に改める。

　　第１０条中「こども家庭局こども育成部若葉学園」を「こども家庭局若葉学園」に改める。

　　第１２条中「保健福祉局保健所食肉衛生検査所」を「健康局保健所食肉衛生検査所」に改め

　る。

　　第１５条中「経済観光局農政部」を「経済観光局」に改める。

　　第１７条中「保健福祉局保健所食肉衛生検査所」を「健康局保健所食肉衛生検査所」に改め

　る。

　　第２２条中「環境局事業部クリーンセンター」を「環境局クリーンセンター」に改める。

　　第２３条中「環境局事業部事業所」を「環境局事業所」に，「港湾局みなと振興部海務課」

　を「港湾局海務課」に改める。

　　第２７条中「港湾局みなと振興部海務課」を「港湾局海務課」に改める。

　　第２８条中「港湾局工務・防災部」を「港湾局」に改める。

　　第３６条第１項第６号中「専任救助隊」を「特別救助隊」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，令和２年４月１日から施行する。
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　（障害者施策推進協議会条例の一部改正）

２　神戸市障害者施策推進協議会条例（昭和４７年３月条例第５７号）の一部を次のように改正す

　る。

　　第７条中「保健福祉局」を「福祉局」に改める。

　（市民福祉調査委員会条例の一部改正）

３　神戸市市民福祉調査委員会条例（平成１２年３月条例第１０１号）の一部を次のように改正す

　る。

　　第１条中「第７条第２項」を「第７条第１項」に改める。

　　第７条中「保健福祉局又は」を「福祉局，健康局又は」に，「保健福祉局）」を「福祉 

　局）」に改める。

　（地方独立行政法人神戸市民病院機構評価委員会条例の一部改正）

４　地方独立行政法人神戸市民病院機構評価委員会条例（平成２０年３月条例第５７号）の一部を

　次のように改正する。

　　第８条中「保健福祉局」を「健康局」に改める。

　（公立大学法人神戸市看護大学評価委員会条例の一部改正）

５　公立大学法人神戸市看護大学評価委員会条例（平成３０年３月条例第５０号）の一部を次のよ

　うに改正する。

　　第７条中「保健福祉局」を「健康局」に改める。

　（図書館条例の一部改正）

６　神戸市立図書館条例（昭和２５年１０月条例第２０６号）の一部を次のように改正する。

　　第４条及び第５条中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第７条第２項中「教育委員会」を「市長」に改め，同条第６項中「教育委員会規則」を 

　「規則」に改める。

　　第８条中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第９条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　（都市景観条例の一部改正）

７　神戸市都市景観条例（昭和５３年１０月条例第５９号）の一部を次のように改正する。

　　第２０条第１項及び第３項中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第２１条第１項中「及び教育委員会」を削り，同条第２項中「及び教育委員会規則」を削り，

　同条第３項中「及び教育委員会」を削る。

　　第２２条中「及び教育委員会」及び「市長にあつては次の各号に定める基準のうち第８号に

　定めるものに，教育委員会にあつては」を削る。

　　第２３条中「及び教育委員会」を削る。

　　第２４条中「及び教育委員会規則」を削り，「市長及び教育委員会」を「市長」に改める。

　　第２５条中「及び教育委員会」を削る。

　　第３７条中「又は教育委員会規則」を削る。

　　第３８条第２号中「及び教育委員会」を削る。

　（博物館条例の一部改正）

８　神戸市立博物館条例（昭和５７年３月条例第５９号）の一部を次のように改正する。

　　第３条第６号中「教育委員会」を「市長」に改める。
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　　第４条第２項第２号中「教育委員会」を「市長」に改め，同条第３項中「教育委員会は」

　を「市長は」に，「教育委員会規則」を「規則」に改め，同条第４項及び第５項中「教育委

　員会規則」を「規則」に改める。

　　第５条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第６条中「教育委員会は」を「市長は」に，「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第７条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第８条中「教育委員会規則」を「規則」に，「教育委員会の」を「市長の」に改める。

　　第９条第１項中「教育委員会は」を「市長は」に，「教育委員会規則」を「規則」に改め，

　同条第２項中「教育委員会規則」を「規則」に改め，同条第４項及び第５項中「教育委員 

　会」を「市長」に改める。

　　第１０条及び第１１条中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第１２条第２項中「教育委員会」を「市長」に改め，同条第５項中「教育委員会規則」を 

　「規則」に改める。

　　第１３条中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第１４条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　（埋蔵文化財センター条例の一部改正）

９　神戸市埋蔵文化財センター条例（平成３年３月条例第３６号）の一部を次のように改正する。

　　第３条第６号中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第４条第２項中「教育委員会」を「市長」に改め，同条第３項中「教育委員会規則」を 

　「規則」に改める。

　　第５条中「教育委員会は」を「市長は」に，「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第６条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第７条各号列記以外の部分中「教育委員会」を「市長」に，同条第３号中「教育委員会規

　則」を「規則」に改める。

　　第８条から第１０条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第１１条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　（小磯記念美術館条例の一部改正）

１０　神戸市立小磯記念美術館条例（平成４年３月条例第５０号）の一部を次のように改正する。

　　第３条第６号中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第４条第１項中「教育委員会」を「市長」に改め，同条第２項中「教育委員会は」を「市

　長は」に，「教育委員会規則」を「規則」に改め，同条第３項中「教育委員会規則」を「規

　則」に改める。

　　第５条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第６条中「教育委員会は」を「市長は」に，「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第７条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第８条中「教育委員会規則」を「規則」に，「教育委員会の」を「市長の」に改める。

　　第９条第１項中「教育委員会は」を「市長は」に，「教育委員会規則」を「規則」に改め，

　同条第２項中「教育委員会規則」を「規則」に改め，同条第４項第２号中「教育委員会」を

　「市長」に改め，同条第５項中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第１０条及び第１１条中「教育委員会」を「市長」に改める。
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　　第１２条第２項中「教育委員会」を「市長」に改め，同条第５項中「教育委員会規則」を 

　「規則」に改める。

　　第１３条中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第１４条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　（文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例の一部改正）

１１　神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例（平成９年３月

　条例第５０号）の一部を次のように改正する。

　　第６条及び第７条中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第８条第１項中「教育委員会規則及び教育委員会」を「規則及び市長」に改め，同条第３

　項中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第９条及び第１０条中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第１１条中「教育委員会に」を「市長に」に，「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第１３条及び第１５条中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第１６条第１項中「教育委員会規則」を「規則」に改め，同条第２項中「教育委員会規則」

　を「規則」に，「教育委員会は」を「市長は」に改め，同条第３項中「教育委員会規則」を

　「規則」に改める。

　　第１７条第１項中「教育委員会」を「市長」に改め，同条第２項中「教育委員会規則」を 

　「規則」に改め，同条第３項及び第４項中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第１８条中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第２０条の見出し並びに同条第１項及び第２項中「教育委員会」を「市長」に改め，同条第

　３項中「教育委員会規則」を「規則」に改め，同条第４項及び第５項中「教育委員会」を 

　「市長」に改める。

　　第２３条第１項中「教育委員会の」を「市長の」に，「教育委員会規則」を「規則」に， 

　「教育委員会に」を「市長に」に改め，同条第２項及び第３項中「教育委員会」を「市長」

　に改める。

　　第２４条から第２７条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第２８条中「教育委員会規則」を「規則」に，「教育委員会に」を「市長に」に改める。

　　第２９条から第３４条まで及び第３６条から第４１条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改

　める。

　　第４４条第１項中「教育委員会」を「市長」に改め，同条第２項中「教育委員会規則」を 

　「規則」に改める。

　　第４５条第１項中「教育委員会」を「市長」に改め，同条第２項中「教育委員会規則」を 

　「規則」に改める。

　　第４６条第１項中「教育委員会」を「市長」に改め，同条第２項中「教育委員会規則」を 

　「規則」に改める。

　　第４７条から第４９条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第５０条第１項中「教育委員会規則」を「規則」に，「教育委員会に」を「市長に」に改め，

　同条第２項第１号中「教育委員会規則」を「規則」に改め，同条第３項中「教育委員会」を

　「市長」に改める。

　　第５１条から第５５条まで及び第５７条から第５９条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改
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　める。

　　第６０条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第６１条及び第６２条中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第６３条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第６４条第４項中「教育委員会」を「市長」に改める。

　（風見鶏の館等条例の一部改正）

１２　神戸市風見鶏の館等条例（平成１１年３月条例第４９号）の一部を次のように改正する。

　　第３条第１項中「及び高等学校」を「，義務教育学校，高等学校，中等教育学校及び特別

　支援学校」に，「教育委員会規則」を「規則」に改め，同条第２項中「教育委員会」を「市

　長」に改め，同条第３項中「教育委員会は」を「市長は」に，「教育委員会規則」を「規 

　則」に改める。

　　第４条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第５条中「教育委員会は」を「市長は」に，「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第６条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第７条第１項中「教育委員会規則」を「規則」に，「教育委員会の」を「市長の」に改め，

　同条第２項中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第８条中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第１０条第１項各号列記以外の部分中「教育委員会」を「市長」に改め，同項第１号中「教

　育委員会規則」を「規則」に改め，同条第２項中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第１１条中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第１２条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第１４条中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第１５条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　（生涯学習支援センターその他の施設条例の一部改正）

１３　神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例（平成１２年３月条例第６４号）の一部を次の

　ように改正する。

　　第５条第１項中「教育委員会規則」を「規則」に，「教育委員会の」を「市長の」に改め，

　同条第２項中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第６条中「教育委員会規則」を「規則」に，「教育委員会に」を「市長に」に改める。

　　第７条及び第８条中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第１０条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第１１条中「教育委員会は」を「市長は」に，「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第１２条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第１３条第１項中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第１５条第１項各号列記以外の部分中「教育委員会」を「市長」に改め，同項第１号中「教

　育委員会規則」を「規則」に改め，同条第２項中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第１６条中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第１７条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第１８条及び第１９条中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第２１条第１項中「教育委員会」を「市長」に改め，同条第２項中「教育委員会規則」を 
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　「規則」に，「教育委員会に」を「市長に」に改め，同条第３項から第５項までの規定中 

　「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第２２条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　別表第２号中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　（ゆかりの美術館条例の一部改正）

１４　神戸ゆかりの美術館条例（平成１８年１２月条例第３０号）の一部を次のように改正する。

　　第３条及び第４条中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第５条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第６条中「教育委員会は」を「市長は」に，「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第７条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第８条中「教育委員会規則」を「規則」に，「教育委員会の」を「市長の」に改める。

　　第９条第１項中「教育委員会は」を「市長は」に，「教育委員会規則」を「規則」に改め，

　同条第２項中「教育委員会規則」を「規則」に改め，同条第４項及び第５項中「教育委員 

　会」を「市長」に改める。

　　第１０条中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第１１条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　　第１３条中「教育委員会」を「市長」に改める。

　　第１４条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。

　（執行機関の附属機関に関する条例の一部改正）

１５　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）の一部を次のように改正す

　る。

　　別表第１号の表中

　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　」

　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　」

　（図書館条例等の一部改正に伴う経過措置）

１６　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの条例の規定による改正前の神戸
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　　を

神戸市市民参画推進局指定

管理者選定評価委員会

神戸市保健福祉局指定管理

者選定評価委員会

　　に改める。

神戸市文化スポーツ局指定

管理者選定評価委員会

神戸市福祉局指定管理者選

定評価委員会

神戸市健康局指定管理者選

定評価委員会
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　市立図書館条例，神戸市都市景観条例，神戸市立博物館条例，神戸市埋蔵文化財センター条

　例，神戸市立小磯記念美術館条例，神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の

　保全に関する条例，神戸市風見鶏の館等条例，神戸市生涯学習支援センターその他の施設条

　例又は神戸ゆかりの美術館条例（以下これらを「旧条例」という。）の規定に基づき教育委

　員会が行った許可，指定，承認その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するも

　の又は旧条例の規定に基づき教育委員会に対してなされた許可，承認の申請その他の行為で

　この条例の施行の際現にその効力を有するものについては，施行日以後にあっては，市長が

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

　行為とみなす。

―――――――――――――――――

　神戸市職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第５０号

　　　神戸市職員定数条例の一部を改正する条例

　神戸市職員定数条例（昭和２４年９月条例第１４６号）の一部を次のように改正する。

　第２条を次のように改める。

　（職員の定数）

第２条　職員の定数は，次に掲げるとおりとする。

　⑴　市長の事務部局及び市長の所管に属する教育機関の職員　８，１６０人（うち福祉事務所職

　　員　７９８人）

　⑵　議会の事務部局の職員　３５人

　⑶　選挙管理委員会の事務部局の職員　１４人

　⑷　監査委員の事務部局の職員　２３人

　⑸　教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員　

　　９，３０１人（うち教育職員　８，４３１人）

　⑹　消防職員　１，４３１人

　⑺　人事委員会の事務部局の職員　１６人

　⑻　農業委員会の事務部局の職員　１０人

　⑼　交通局の職員　９９４人

　⑽　水道局の職員　６５７人

　⑾　合計　２０，６４１人

２　次の各号に掲げる職員は，前項に定める職員の定数に含まないものとする。

　⑴　休職者

　⑵　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２６条の４第１項に規定する休業をしている者

　⑶　他の地方公共団体へ派遣されている者

　⑷　外国の地方公共団体の機関等へ派遣されている者

　⑸　公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年１２月条例第４９号）第２条第１項
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　　の規定により派遣されている者

　⑹　職員をもつて組織する職員団体又は労働組合の業務に専従する者

　⑺　消防職員であつて初任教習中のもの及び救急救命士養成に係る研修中のもの

　⑻　交通局乗務員研修生

　⑼　前各号に掲げるもののほか，規則で定める団体に勤務を命ぜられた者

　　　附　則

　この条例は，令和２年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　公益的法人等への職員の派遣等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３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第５１号

　　　公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例

　公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年１２月条例第４９号）の一部を次のよう

に改正する。

　第８条の２中「から第４６号まで及び第４８号から第５０号」を「，第４５号及び第４７号から第４９

号」に改める。

　別表第１第４３号中「一般社団法人地方税電子化協議会」を「地方税共同機構」に改め，同表

中第４５号を削り，第４６号を第４５号とし，第４７号から第４９号までを１号ずつ繰り上げ，同表第５０

号中「一般社団法人２０２５年日本国際博覧会協会」を「公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協

会」に改め，同号を同表第４９号とし，同号の次に次の１号を加える。

　企　兵庫県農業共済組合

　　　附　則

　この条例は，令和２年４月１日から施行する。ただし，別表第１第４３号の改正規定及び同表

第５０号中「一般社団法人２０２５年日本国際博覧会協会」を「公益社団法人２０２５年日本国際博覧会

協会」に改める改正規定は，公布の日から施行する。

　　

―――――――――――――――――

　特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例に関する条例及び神戸市職員に対する

期末手当等の支給に関する条例の特例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３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第５２号

　　　特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例に関する条例及び神戸市職員に対

　　　する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例の一部を改正する条例

　（特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例に関する条例の一部改正）

第１条　特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の特例に関する条例（平成１４年１２月条
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　例第３７号）の一部を次のように改正する。

　　本則中「平成３１年４月分から平成３２年３月分まで」を「令和２年４月分から令和３年３月

　分まで」に改める。

　　附則第２項を削り，附則第３項中「本則及び前項の規定にかかわらず，特別職の職員」を

　「特別職の職員」に改め，同項を附則第２項とし，附則第４項中「平成３２年３月３１日」を 

　「令和３年３月３１日」に改め，同項を附則第３項とする。

　（職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例の一部改正）

第２条　神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例（平成１１年１０

　月条例第３６号）の一部を次のように改正する。

　　本則中「令和元年度」を「令和２年度」に，「１００分の２２５」を「１００分の２２２．５」に，

　「１００分の２２７．５」を「１００分の２２５」に改める。

　　附則第２項中「令和２年３月３１日」を「令和３年３月３１日」に改める。

　　　附　則

　この条例は，令和２年４月１日から施行する。ただし，第１条中特別職の職員で常勤のもの

の給与に関する条例の特例に関する条例附則第４項中「平成３２年３月３１日」を「令和３年３月

３１日」に改める改正規定及び第２条中神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特

例に関する条例附則第２項の改正規定は，公布の日から施行する。

―――――――――――――――――

　

　神戸市非常勤職員の公務災害補償等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３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第５３号

　　　神戸市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例

　神戸市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４３年１月条例第４３号）の一部を次の

ように改正する。

　第５条第１項に次の１号を加える。

　⑷　給料を支給される職員　法第２条第４項に規定する平均給与額の例により実施機関が市

　　長と協議して定める額

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，令和２年４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神戸市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定は，この

　条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償

　について適用する。

―――――――――――――――――
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　旅費条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第５４号

　　　旅費条例の一部を改正する条例

　旅費条例（昭和２７年７月条例第４５号）の一部を次のように改正する。

　第３条第６項中「第４項」を「第５項」に改め，同項を同条第７項とし，同条第５項中「前

４項」を「前各項」に改め，同項を同条第６項とし，同条第４項中「前３項」を「前各項」に

改め，同項を同条第５項とし，同条第３項の次に次の１項を加える。

４　風水震火災その他非常災害による交通遮断，交通機関の事故その他不可抗力又は公務上の

　必要により，職員（地方公務員災害補償法施行規則（昭和４２年自治省令第２７号）別表に掲げ

　る程度の身体上の障害があるため歩行することが著しく困難であると認められる職員以外の

　職員であつて，徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道１キロメートル未満で

　あるものを除く。）が，常例としている通勤の方法及び経路と異なる方法及び経路で旅行し

　たときは，規則で定めるところにより，当該職員に対し，鉄道賃，船賃又は車賃を支給する

　ことができる。

　第１０条中「第４項」を「第５項」に改める。

　第２６条第１項中「旅行した場合その他」の次に「当該旅行における特別の事情により又は当

該旅行の性質上」を加え，「旅費の支給を受けた場合には，不当に旅行の実費をこえることと

なる部分の旅費について，その全部又は一部」を「旅費を支給した場合には不当に旅行の実費

を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては，その実費を超

えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費」に改め，同条に次の２項を加え

る。

４　任命権者は，公務上必要と認められるときは，第３条の規定により旅費の支給を受ける者

　に対する旅費の支給に代わり，当該旅費に相当する額の全部又は一部を，旅行に係る役務を

　提供する者に対して支払うことができる。

５　前項の規定による支払があつたときは，第３条の規定により旅費の支給を受ける者に対す

　る旅費の支給があつたものとみなす。ただし，旅行に係る役務の提供がなかつたときは，こ

　の限りでない。

　別表第１号の表中「１１，４００円」を「１２，５００円」に，「１０，０００円」を「１２，５００円」に改める。

　　　附　則

　この条例は，令和２年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　神戸市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準等を定める条例をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第５５号

　　　神戸市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準等を定める条例
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　（趣旨）

第１条　この条例は，社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」という。）第６８条の５第

　１項の規定に基づき，法第２条第３項第８号に規定する生計困難者のために，無料又は低額

　な料金で，簡易住宅を貸し付け，又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設（以

　下「無料低額宿泊所」という。）の設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

　（無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準）

第２条　法第６８条の５第１項の規定に基づき条例で定める基準は，無料低額宿泊所の設備及び

　運営に関する基準（令和元年厚生労働省令第３４号。以下「省令」という。）第１条各号に定

　める基準に定めるところによる。

　（設置者に関する基準）

第３条　無料低額宿泊所の設置者は，神戸市における暴力団の排除の推進に関する条例（平成

　２３年３月条例第２９号）第２条第１号に規定する暴力団及び同条第２号に規定する暴力団員が

　その事業活動を支配する者であってはならない。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，令和２年４月１日から施行する。ただし，第２条（省令第１１条及び第３２条の

　規定に係る部分に限る。）の規定は，令和４年４月１日から施行する。

　（省令の附則等により特例が定められている場合の取扱い）

２　次に掲げる規定（以下「附則特例規定」という。）において省令の規定の特例が定められ

　ている場合においては，この条例の規定の適用により適用されることとなる省令の規定につ

　いて，附則特例規定を準用する。ただし，この条例に別段の定めがある場合は，この限りで

　ない。

　⑴　省令の附則の規定

　⑵　省令の一部を改正する内容を含む厚生労働省令その他の省令の附則の規定

―――――――――――――――――

　動物愛護管理員の設置に関する条例をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第５６号

　　　動物愛護管理員の設置に関する条例

　（動物愛護管理員の設置）

第１条　動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号。以下「法」という。）第

　３７条の３第１項に規定する職員として，動物愛護管理員を置く。

　（対象となる職員）

第２条　前条の動物愛護管理員は，次の各号のいずれかに該当する者をもって充てる。

　⑴　法第２４条第２項（法第２４条の４第１項において準用する場合を含む。）に規定する証明

　　書の交付を受けている者

　⑵　法第２５条第６項において準用する法第２４条第２項に規定する証明書の交付を受けている
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　　者

　⑶　法第３３条第２項において準用する法第２４条第２項に規定する証明書の交付を受けている

　　者

　⑷　動物の愛護及び管理に関する条例（平成５年兵庫県条例第８号）第２７条第４項（同条例

　　第３５条第３項において準用する場合を含む。）に規定する証明書の交付を受けている者

　　　附　則

　この条例は，令和２年６月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　

　神戸市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例を廃止する条例をこ

こに公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第５７号

　　　神戸市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例を廃止する条例

　神戸市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例（平成１８年４月条例

第２号）は，廃止する。

　　　附　則

　この条例は，令和３年６月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　神戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第５８号

　　　神戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例

　神戸市国民健康保険条例（昭和３５年１０月条例第２４号）の一部を次のように改正する。

　第１５条の５中「６１万円」を「６３万円」に改める。

　第１５条の２０中「１６万円」を「１７万円」に改める。

　第２２条第１項各号列記以外の部分中「徴収猶予」を「徴収の猶予」に改め，同項中第４号を

第５号とし，第３号を第４号とし，第２号を第３号とし，第１号の次に次の１号を加える。

　⑵　納付義務者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり，又は負傷したとき。

　　第２２条第２項各号列記以外の部分中「徴収猶予」を「徴収の猶予」に，「添附」を「添 

　　付」に改め，同項第３号中「徴収猶予」を「徴収の猶予」に改め，同条に次の２項を加え

　　る。

３　市長は，第１項の徴収の猶予をした場合において，当該徴収の猶予をした期間内に当該徴

　収の猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは，当

　該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき，その期間を延長することができる。ただし，その
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　期間は，既にその者につき徴収の猶予をした期間と合わせて１年を超えることができない。

４　この条例に定めるもののほか，保険料の徴収の猶予については，神戸市市税条例第９条の

　２の規定の例による。

　附則第７項の見出し中「平成３１年度」を「令和２年度」に改め，同項各号列記以外の部分中

「平成３１年度」を「令和２年度」に，「１００分の７０」を「１００分の５５」に改め，同項第２号中

「（平成３１年３月条例第４９号）」を「（令和２年３月条例第５８号）」に改める。

　附則第９項の見出し中「平成３１年度」を「令和２年度」に改め，同項中「平成３１年度」を

「令和２年度」に，「１００分の７０」を「１００分の５５」に改める。

　附則第１１項の見出し中「平成３１年度」を「令和２年度」に改め，同項各号列記以外の部分中

「平成３１年度」を「令和２年度」に，「１００分の７０」を「１００分の５５」に改め，同項第２号中

「改正条例」を「神戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例（令和２年３月条例第５８

号）」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，令和２年４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神戸市国民健康保険条例は，令和２年度以降の年度分の保険料に

　ついて適用し，令和元年度以前の年度分の保険料については，なお従前の例による。

　

―――――――――――――――――

　神戸市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第５９号 

　　　神戸市介護保険条例の一部を改正する条例

　神戸市介護保険条例（平成１２年３月条例第９８号）の一部を次のように改正する。

　第８条第１項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め，同条第２項中「平成３１年度及び平

成３２年度の各年度」を「令和２年度」に，「２４，４１４円」を「１８，７８０円」に改め，同条第３項中

「平成３１年度及び平成３２年度の各年度」を「令和２年度」に，「２４，４１４円」を「１８，７８０円」に，

「４３，１９４円」を「３３，８０４円」に改め，同条第４項中「平成３１年度及び平成３２年度の各年度」を

「令和２年度」に，「２４，４１４円」を「１８，７８０円」に，「５４，４６２円」を「５２，５８４円」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。ただし，第８条第２項から第４項までの改正規定は，

　公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例による改正後の神戸市介護保険条例第８条第２項から第４項までの規定は，令和

　２年度分の保険料から適用し，令和元年度分以前の保険料については，なお従前の例による。
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―――――――――――――――――

　神戸市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

　　    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第６０号

　　　神戸市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例

　神戸市公衆浴場法施行条例（平成２４年１２月条例第４３号）の一部を次のように改正する。

　第４条第１項第１５号を次のように改める。

　⒂　浴槽は，毎日完全に排水し，及び洗浄すること。ただし，次に掲げる措置を講じる場合

　　は，１週間に１回以上完全に排水し，及び洗浄することとする。

　　ア　浴槽水を浴槽外に設置したろ過器（微細な粒子，繊維その他これらに類するものを除

　　　去する装置をいう。以下同じ。）でろ過し，これを浴槽に循環させて浴槽水の清浄を保

　　　つ装置（以下「循環ろ過装置」という。）を設けた場合

　　イ　浴槽水の性質上，循環ろ過装置を設けることができない場合で，かつ，浴槽水の清浄

　　　を保つ措置として規則で定める措置を講じている場合

　第４条第１項中第３０号を第３３号とし，第１８号から第２９号までを３号ずつ繰り下げ，同項第１７

号中「大腸菌群及びレジオネラ属菌」を「大腸菌，大腸菌群及びレジオネラ属菌」に，同号ア

の表中

「

      　　　」

「

     　 　　　」

改め，同号イの表中

「

      　　　」

「

      　　　」
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　を
１リットルにつき１０ミリグラム以下であること。

過マンガン酸カリウム消

費量

５０ミリリットル中に検出されないこと。大腸菌群

　に

全有機炭素（ＴＯＣ）にあっては１リットルにつき３

ミリグラム以下，過マンガン酸カリウム消費量にあっ

ては１リットルにつき１０ミリグラム以下であること。

有機物（全有機炭素（Ｔ

ＯＣ）の量）又は過マン

ガン酸カリウム消費量

検出されないこと。大腸菌

　を１リットルにつき２５ミリグラム以下であること。
過マンガン酸カリウム消

費量

　に

全有機炭素（ＴＯＣ）にあっては１リットルにつき８

ミリグラム以下，過マンガン酸カリウム消費量にあっ

ては１リットルにつき２５ミリグラム以下であること。

有機物（全有機炭素（Ｔ

ＯＣ）の量）又は過マン

ガン酸カリウム消費量



８７

改め，同号を同項第２０号とし，同項第１６号を削り，同項第１５号の次に次の４号を加える。

　⒃　浴槽水は，その性質に応じた有効な方法で消毒を行うこと。ただし，循環式の浴槽を設

　　けていない場合で，かつ，適切な衛生管理がされている場合はこの限りでない。

　⒄　循環ろ過装置を設ける場合は，次の措置を講じること。

　　ア　ろ過器は，１週間に１回以上洗浄するとともに，適切な方法で定期的に生物膜を除去

　　　すること。

　　イ　循環配管（浴槽水を循環させるための配管をいう。）は，適切な方法で定期的に生物

　　　膜を除去すること。

　⒅　入浴設備の清掃及び消毒については，第１５号及び第１７号に掲げる基準のほか，次に掲げ

　　る基準に従い，適切な方法で行うこと。

　　ア　水位計配管（水位計に通じる配管をいう。）は，定期的に消毒を行い，生物膜を除去

　　　すること。

　　イ　シャワーは，１週間に１回以上，内部の水が置き換わるように通水すること。

　　ウ　シャワーヘッド及びホースは，６月に１回以上点検し，内部の汚れ及びスケールを１

　　　年に１回以上洗浄及び消毒すること。

　　エ　集毛器（浴槽水を再利用するため，浴槽水に混入した毛髪その他比較的大きな異物を

　　　捕集する網状の装置をいう。）は，毎日清掃し，及び定期的に消毒すること。

　　オ　貯湯槽（湯水を貯留する槽をいう。）は，定期的に清掃及び消毒を行い，生物膜を除

　　　去すること。

　　カ　上記以外の設備については，必要に応じて清掃及び消毒を行うこと。

　⒆　打たせ湯及びシャワーは，循環している浴槽水を用いる構造でないこと。

　第４条第２項第１号オ中「前項第１７号」を「前項第２０号」に，同項第３号中「前項第１７号」

を「前項第２０号」に改め，同条第３項中「第１５号から第２４号まで，第２６号及び第２９号」を「第

１５号から第２７号まで，第２９号及び第３２号」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，令和２年４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神戸市公衆浴場法施行条例（以下「新条例」という。）の規定は，

　施行日以後になされた申請に係る法第２条第１項の許可について適用し，同日前になされた

　申請に係る同項の許可については，なお従前の例による。

３　この条例の施行の際現に法第２条第１項による許可を受け，又は同項における許可の申請

　がなされている施設については，新条例第４条第１項第１９号の規定は，この条例の施行の日

　以後初めて当該構造設備を変更するまでの間は，適用しない。

　（旅館業法の施行等に関する条例の一部改正）

４　神戸市旅館業法の施行等に関する条例（平成１６年３月条例第６６号）の一部を次のように改

　正する。

　　第８条第１項第１１号中「第１６号」を「第１７号」に，「同項第１７号」を「同項第２０号」に改

　める。
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―――――――――――――――――

　神戸市立児童福祉施設等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３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第６１号

　　　神戸市立児童福祉施設等に関する条例の一部を改正する条例

　神戸市立児童福祉施設等に関する条例（昭和３３年４月条例第１号）の一部を次のように改正

する。

　別表児童厚生施設の項中「神戸市灘区鶴甲５丁目１番３７号」を「神戸市灘区鶴甲３丁目４番

１号」に改める。

　　　附　則

　この条例は，公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める日から施行

する。

　

―――――――――――――――――

　神戸市立路外駐車場条例及び道路法第２４条の２第１項の規定に基づき駐車料金を徴収する自

動車駐車場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３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第６２号

　　　神戸市立路外駐車場条例及び道路法第２４条の２第１項の規定に基づき駐車料金を徴収す

　　　る自動車駐車場に関する条例の一部を改正する条例

　（路外駐車場条例の一部改正）

第１条 神戸市立路外駐車場条例（昭和４２年３月条例第５３号）の一部を次のように改正する。

　　第１３条を第１４条とし，第１２条第５項中「第５条第３項」を「第６条第３項」に，「第９条」

　を「第１０条」に，「第１２条第１項」を「第１３条第１項」に改め，同条を第１３条とし，第６条

　から第１１条までを１条ずつ繰り下げ，第５条に次の１項を加え，同条を第６条とする。

６　前各項の規定にかかわらず，駐車場を有効に活用するために必要があると市長が認めると

　きは，当該駐車場における駐車料金，回数駐車券に係る料金又は定期駐車券に係る料金の額

　は，前各項に規定する額を超えない範囲内において規則で定める。

　　第４条の次に次の１条を加える。

　（使用の期間）

第５条　駐車場の１回の使用は，駐車を開始した日から起算して７日目の駐車を終了できる時

　間までを限度とする。

２　市長は，必要があると認めるときは，前項の規定にかかわらず，同項の使用の限度を延長

　することができる。

　（道路法第２４条の２第１項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例の

　一部改正）
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８９

第２条 道路法第２４条の２第１項の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条

　例（平成５年１０月条例第３０号）の一部を次のように改正する。

　　第１２条を第１３条とし，第１１条第５項中「第４条第３項」を「第５条第３項」に，「第８条」

　を「第９条」に，「第１１条第１項」を「第１２条第１項」に改め，同条を第１２条とし，第５条

　から第１０条までを１条ずつ繰り下げ，第４条に次の１項を加え，同条を第５条とする。

　５　前各項の規定にかかわらず，駐車場を有効に活用するために必要があると市長が認める

　　ときは，当該駐車場における駐車料金，回数駐車券に係る料金又は定期駐車券に係る料金

　　の額は，前各項に規定する額を超えない範囲内において規則で定める。

　　第３条の次に次の１条を加える。

　　（使用の期間）

　第４条　駐車場の１回の使用は，駐車を開始した日から起算して７日目の駐車を終了できる

　　時間までを限度とする。

　２　市長は，必要があると認めるときは，前項の規定にかかわらず，同項の使用の限度を延

　　長することができる。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，令和２年４月１日（以下「施行日」という。）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立路外駐車場条例及び道路法第２４条の２第１項の規定に基

　づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例の規定は，施行日以後に駐車を開始した

　自動車に係る使用の期間及び駐車料金について適用し，同日前に駐車を開始した自動車に係

　る使用の期間及び駐車料金についてはなお従前の例による。

　

―――――――――――――――――

　神戸市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

　　　    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第６３号

　　　神戸市手数料条例の一部を改正する条例

　神戸市手数料条例（平成１２年３月条例第７７号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１３２号の１１ア中「住宅以外の住宅の新築等に係る部分の床面積」の次に「（建築物

エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省令・国土交通省令第１号。以下

この号から第１３２号の１８の３までにおいて「基準省令」という。）第４条第３項の設計一次エ

ネルギー消費量を同項第２号の数値とする場合にあっては，当該住宅の共用部分（同項第１号

の共用部分をいう。以下この号から第１３２号の１８までにおいて同じ。）の床面積を除く。以下

この号において同じ。）」を加え，同条第１３２号の１２ア形中「建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令（平成２８年経済産業省令・国土交通省令第１号。以下この号から第１３２号の１８

の３までにおいて「基準省令」という。）」を「基準省令」に改め，同条第１３２号の１２の２中

「住宅の用途の新築等に係る部分の床面積」の次に「（基準省令第４条第３項の設計一次エネ
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ルギー消費量を同項第２号の数値とする場合にあっては，当該建築物の住宅の用途の共用部分

の床面積を除く。）」を加え，同条第１３２号の１４の３を次のように改める。

　（１３２の１４の３）　建築物省エネルギー法第１２条第１項又は第１３条第２項の規定に基づく建

　　築物エネルギー消費性能確保計画（以下この号及び次号において「確保計画」という。）

　　の建築物エネルギー消費性能適合性判定（以下この号及び次号において「適合性判定」と

　　いう。）に対する審査

　　ア　イに掲げる場合以外の場合

　　　契　基準省令第１条第１項第１号イに規定する基準による場合

　１件につき，非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のものにあっては

２３万８，０００円，３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のものにあっては３８万８，０

００円，２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のものにあっては５６万３，０００円，

５，０００平方メートル以上１万平方メートル未満のものにあっては６８万９，０００円，１万平

方メートル以上２万５，０００平方メートル未満のものにあっては８２万３，０００円，２万

５，０００平方メートル以上５万平方メートル未満のものにあっては９３万５，０００円，５万平

方メートル以上のものにあっては１１８万７，０００円

　　　形　基準省令第１条第１項第１号ロに規定する基準による場合

　１件につき，非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のものにあっては

９万３，０００円，３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のものにあっては１５万８，０

００円，２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のものにあっては２６万４，０００円，

５，０００平方メートル以上１万平方メートル未満のものにあっては３３万９，０００円，１万平

方メートル以上２万５，０００平方メートル未満のものにあっては４１万５，０００円，２万

５，０００平方メートル以上５万平方メートル未満のものにあっては４８万２，０００円，５万平

方メートル以上のものにあっては６４万４，０００円

　　　径　基準省令第１条第１項第１号ただし書に規定する方法による場合

ａ　基準省令第１条第１項第１号イに規定する基準による場合（同号の非住宅建築物

　に係る増築又は改築（以下この号及び第１３２号の１８において「増築等」という。）

　であって，当該増築等の部分以外の非住宅部分の一次エネルギー消費量（基準省令

　第１条第１項第１号イの一次エネルギー消費量をいう。この号及び第１３２号の１８に

　おいて同じ。）を基準一次エネルギー消費量（同イの基準一次エネルギー消費量を

　いう。この号及び第１３２号の１８において同じ。）で除して得た数値が１．２以上である

　場合に限る。）

　　当該増築等の非住宅部分の床面積の合計に応じた契の額

ｂ　基準省令第１条第１項第１号ロに規定する基準による場合（同号の非住宅建築物

　に係る増築等であって，当該増築等の部分以外の非住宅部分の一次エネルギー消費

　量を基準一次エネルギー消費量で除して得た数値が１．２以上である場合に限る。）

　当該増築等の非住宅部分の床面積の合計に応じた形の額

ｃ　ａ及びｂに掲げる場合以外の場合

　　非住宅部分の床面積の合計に応じた契の額

　　イ　建築物省エネルギー法第２９条第３項に規定する他の建築物に係る審査を行う場合（確

　　　保計画に係る評価方法と建築物省エネルギー法第２９条第１項の規定に基づく建築物エネ
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９１

　　　ルギー消費性能向上計画の評価方法が同一である場合に限る。）

　１件につき，非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のものにあっては１

万２，０００円，３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のものにあっては３万５，０００円，

２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のものにあっては１０万３，０００円，５，０００平

方メートル以上１万平方メートル未満のものにあっては１５万１，０００円，１万平方メート

ル以上２万５，０００平方メートル未満のものにあっては１９万８，０００円，２万５，０００平方メー

トル以上５万平方メートル未満のものにあっては２３万９，０００円，５万平方メートル以上

のものにあっては３５万２，０００円

　第２条第１３２号の１５ア契ａ中「１件」の次に「（建築物省エネルギー法第２９条第３項の規定

により，同条第１項の規定による認定の申請に係る建築物以外の建築物に関する事項を性能向

上計画に記載する場合は，１の建築物ごとに１件とする。以下この号において同じ。）」を加

え，同号イ契中「住宅以外の住宅の認定の申請に係る部分の床面積」の次に「（基準省令第４

条第３項の設計一次エネルギー消費量を同項第２号の数値とする場合にあっては，当該住宅の

共用部分の床面積を除く。形において同じ。）」を加え，同号ウ中「に住宅部分の認定の申請

に係る部分の床面積」の次に「（基準省令第４条第３項の設計一次エネルギー消費量を同項第

２号の数値とする場合にあっては，当該住宅部分の共用部分の床面積を除く。）」を加え，同

条第１３２号の１７中「１件」の次に「（建築物省エネルギー法第２９条第３項の規定により，同条

第１項の規定による認定の申請に係る建築物以外の建築物に関する事項を性能向上計画に記載

する場合は，１の建築物ごとに１件とする。）」を加え，同条第１３２号の１８ア契ａ中「基準省

令第１条第１項第１号に規定する基準による場合（ｂに掲げる場合を除く。）」を「基準省令

第１条第１項第１号イに規定する基準による場合」に改め，同号ア契に次のように加える。

　　　　ｃ　基準省令第１条第１項第１号ただし書に規定する方法による場合

　　　　　苑　基準省令第１条第１項第１号イに規定する基準による場合（同号の非住宅建築

 　　物に係る増築等であって，当該増築等の部分以外の非住宅部分の一次エネルギー

 　　消費量を基準一次エネルギー消費量で除して得た数値が１．２以上である場合に限

 　　る。）

 　　　当該増築等の非住宅部分の床面積の合計に応じたａの額

　　　　　薗　基準省令第１条第１項第１号ロに規定する基準による場合（同号の非住宅建築

 　　物に係る増築等であって，当該増築等の部分以外の非住宅部分の一次エネルギー

 　　消費量を基準一次エネルギー消費量で除して得た数値が１．２以上である場合に限

 　　る。）

 　　　当該増築等の非住宅部分の床面積の合計に応じたｂの額

　　　　　遠　苑及び薗に掲げる場合以外の場合

 　　　非住宅部分の床面積の合計に応じたａの額

　第２条第１３２号の１８イ契ａ中「住宅以外の住宅の認定の申請に係る部分の床面積」の次に

「（基準省令第４条第３項の設計一次エネルギー消費量を同項第２号の数値とする場合にあっ

ては，当該住宅の共用部分の床面積を除く。次のｂにおいて同じ。）」を加え，同号イ契ｂ中

「基準省令第１条第１項第２号イ⑵及び同号ロ⑵」を「基準省令第１条第１項第２号イ⑵ 及

び同号ロ⑵，同号イ⑵ 及び同号ロ⑵又は同号イ⑶及び同号ロ⑶」に改め，同号イ形中「住宅

以外の住宅の認定の申請に係る部分の床面積」の次に「（基準省令第４条第３項の設計一次エ
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ネルギー消費量を同項第２号の数値とする場合にあっては，当該住宅の共用部分の床面積を除

く。）」を加え，同号ウ中「に住宅部分の認定の申請に係る部分の床面積」の次に「（基準省

令第４条第３項の設計一次エネルギー消費量を同項第２号の数値とする場合にあっては，当該

住宅の共用部分の床面積を除く。）」を加え，同条第１３２号の１８の３中「１件」を「当該証明

書の交付を受けようとする１の建築物」に，同条第１５８号中「次条及び第４条」を「次条から

第４条の４まで」に改める。

　別表第７　１１の項及び１２の項中「又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器」を「，圧縮天然

ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器」に改める。

　　　附　則

　この条例は，令和２年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　神戸市営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第６４号

　　　神戸市営住宅条例の一部を改正する条例

　神戸市営住宅条例（平成９年４月条例第１２号）の一部を次のように改正する。

　第１８条第２項第１号中「連帯保証人の連署する」を削り，同条中第３項を削り，第４項を第

３項とし，第５項を第４項とする。

　別表第５第１号アの表に次のように加える。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，令和２年４月１日から施行する。ただし，別表第５第１号アの表の改正規定

　は，公布の日から起算して１０月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例による改正後の神戸市営住宅条例（以下「新条例」という。）第１８条第２項第１

　号の規定は，令和２年４月１日以後に市営住宅に入居する者について適用し，同日前に市営

　住宅に入居する者については，なお従前の例による。

　（準備行為）

３　新条例第１８条第２項第１号及び別表第５第１号アの表神戸市営王 住宅の項の規定を施行

　するために必要な手続及び許可その他の行為は，この条例の施行前においても，新条例の例

　によりすることができる。

　

―――――――――――――――――
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９３

　神戸市消防団条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第６５号

　　　神戸市消防団条例の一部を改正する条例

　神戸市消防団条例（昭和５８年１０月条例第２３号）の一部を次のように改正する。

　第８条第２項第２号中「５，１００円」を「７，０００円」に改める。

　　　附　則

　この条例は，令和２年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　

　神戸市水道条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第６６号

　　　神戸市水道条例等の一部を改正する条例

　（水道条例の一部改正）

第１条　神戸市水道条例（昭和３９年３月条例第４６号）の一部を次のように改正する。

　　第５条第２項第１号及び第７条第２号中「第５条」を「第６条」に改める。

　　第１９条の２第３項中「管理者が必要と認めたときは」を「次の各号のいずれかに該当する

　ときは」に改め，同項に次の各号を加える。

　　⑴　第１項の工事申込者が当該工事の申込みを取り消したとき（当該工事を施行する指定

　　　給水装置工事事業者が第２１条第３項の完成検査を受けるまでの間に取り消した場合に限

　　　る。）

　　⑵　その他管理者が特に必要と認めたとき

　　第２０条第１項各号列記以外の部分中「申込者」を「工事申込者」に，「設計若しくは審 

　査」を「設計の審査（以下「設計審査」という。）」に，「検査」を「完成検査」に改め，

　同項第１号中「設計又は設計の審査」を「設計審査」に改め，「（実地検査後に変更すると

　きを含む。）」を削り，

　「　
　　　内径２０ミリメートル以下の工事　１件につき　　　　６００円

　　　内径４０ミリメートル以下の工事　１件につき　　　２，０００円　
　を

　　　内径７５ミリメートル以下の工事　１件につき　　　８，０００円

　　　内径１００ミリメートル以上の工事　１件につき　　１６，０００円
　    　 」

　「１件につき１，０００円」に改め，同項第２号中

　「
　　　内径２０ミリメートル以下の工事　１件につき　　　２，０００円

　　　内径４０ミリメートル以下の工事　１件につき　　　４，０００円　
　を

　　　内径７５ミリメートル以下の工事　１件につき　　　９，６００円
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　　　内径１００ミリメートル以上の工事　１件につき　　１７，５００円
   　　　　　」

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

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

　め，同項に次の各号を加える。

　　⑴　第１項の工事申込者が当該工事の申込みを取り消したとき（当該工事を施行する指定

　　　給水装置工事事業者が第２１条第３項の完成検査を受けるまでの間に取り消した場合に限

　　　る。）

　　⑵　その他管理者が特に必要と認めたとき

　　第２１条第３項中「設計の審査」を「設計審査」に，「検査」を「完成検査」に改める。

　　第２４条第１項中「第５条」を「第６条」に改める。

　　第２６条の次に次の１条を加える。

　　（給水装置の切り離し）

　第２６条の２　管理者は，次の各号のいずれかに該当するときは，給水装置を配水管又は他の

　　給水装置の分岐部分から切り離すことができる。

　　⑴　使用者等が１０年以上給水を受けず，かつ，老朽により給水装置から漏水が発生したと

　　　き

　　⑵　使用者等が１０年以上給水を受けず，かつ，配水管取替え時に当該配水管から分岐され

　　　ている給水装置に給水栓が設置されていないとき

　　⑶　その他管理者が特に必要と認めたとき

　２　前項の規定により給水装置を切り離すときは，これに要する工事費は，管理者の負担と

　　する。

　３　第１項の規定により給水装置が切り離された場合，再び給水を受けようとするときは，

　　これに要する工事費は，使用者等の負担とする。

　　第３７条第２項中「第４条」を「第５条」に改める。

　（水道事業の設置等に関する条例の一部改正）

第２条　神戸市水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年１２月条例第３５号）の一部を次のよう

　に改正する。

　　第７条中「第６条」を「第７条」に改める。

　（六甲山上水道条例の一部改正）

第３条　神戸市六甲山上水道条例（昭和４７年１０月条例第４４号）の一部を次のように改正する。

　　第４条第３項に次のただし書きを加える。

　　　ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，この限りでない。

　　⑴　第１項の工事申込者が当該工事の申込みを取り消したとき（当該工事を施行する指定

　　　給水装置工事事業者が神戸市水道条例第２１条第３項の完成検査を受けるまでの間に取り

　　　消した場合に限る。）

　　⑵　その他管理者が特に必要と認めたとき

　（市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例の一部改正）

第４条　神戸市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例（平成２４年３月条例

　第５０号）の一部を次のように改正する。
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９５

　　第２条中「第６条」を「第７条」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，令和２年４月１日から施行する。ただし，第１条の規定中神戸市水道条例第

　２０条第１項，第２１条第３項及び第２６条の次に次の１条を加える改正規定は，令和２年１０月１

　日から施行する。

　（手数料に係る経過措置）

２　この条例による改正後の神戸市水道条例第２０条の規定は，前項ただし書に規定する改正規

　定の施行の日以後に申込みがあった工事に係る手数料について適用し，同日前に申込みがあ

　った工事に係る手数料については，なお従前の例による。

―――――――――――――――――

　神戸市工業用水道条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第６７号

　　　神戸市工業用水道条例の一部を改正する条例

　神戸市工業用水道条例（昭和３９年３月条例第９３号）の一部を次のように改正する。

　第２０条中「第２８条第１項」を「第２８条」に改め，同条に次のただし書を加える。

　ただし，次の表に記載のないメーター口径に係るメーター使用料については，当該メーター

口径の直近上位のメーター口径に対応する次の表の金額に１００分の１１０を乗じて得た額とする。

　第２０条の表中「給水管口径」を「メーター口径」に改める。

　第２４条第２項中「管理者」の次に「又は管理者の指定する水道工事業者（以下「指定業者」

という。）」を加え，同条第３項を次のように改める。

３　前項の規定により指定業者が工事を施行する場合にあっては，あらかじめ管理者による工

　事の設計の審査を受け，かつ，工事完成後に管理者による検査を受けなければならない。

　第２５条第２項中「工事費」を「管理者において工事を施行するときの工事費」に改める。

　第２８条第１項ただし書を削り，同条第２項を削る。

　第２９条第３項に次のただし書を加える。

　　ただし，管理者が修繕工事を施行した場合は，徴収しないことができる。

　　　附　則

　この条例は，令和２年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　神戸市水の科学博物館条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年３月３１日　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第６８号
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　　　神戸市水の科学博物館条例の一部を改正する条例

　神戸市水の科学博物館条例（平成元年３月条例第５７号）の一部を次のように改正する。

　第５条を次のように改める。

　（入館料）

第５条　博物館の入館料は，無料とする。

　第６条及び第７条を削り，第８条を第６条とし，第９条を第７条とし，第１０条を第８条とす

る。

　第１１条第１項中第３号を削り，第４号を第３号とし，同項第５号中「前各号」を「前３号」

に改め，同号を同項第４号とし，同条第３項中「，第８条，第９条」を「，第７条」に，「第

１１条第１項」を「第９条第１項」に改め，同条を第９条とし，第１２条を第１０条とする。

　別表（第５条関係）を削る。

　　　附　則

　この条例は，令和２年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　神戸市立学校の授業料等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３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第６９号

　　　神戸市立学校の授業料等に関する条例の一部を改正する条例

　神戸市立学校の授業料等に関する条例（昭和２５年１２月条例第２２０号）の一部を次のように改

正する。

　第１条中「「授業料，入学金等」」を「「授業料等」」に改める。

　第２条第１項中「授業料，入学金等」を「授業料等」に改め，同項第１号の表授業料の項中

「あつては」を「あっては」に改め，同条第２項中「よつて」を「よって」に改め，同項第２

号を次のように改める。

　⑵　高等学校

　　　年額の１２分の１に相当する額を各月の末日までに納付しなければならない。ただし，次

　　のアからオまでに掲げる授業料については，当該アからオまでに定める日までに納付しな

　　ければならない。

　　ア　４月納付分の授業料（第１学年に在学する者に係るものを除く。）　５月末日

　　イ　４月納付分及び５月納付分の授業料（第１学年に在学する者に係るものに限る。）　

　　　　６月末日

　　ウ　８月納付分の授業料　７月末日

　　エ　２月納付分及び３月納付分の授業料（最終学年に在学する者に係るものに限る。）　

　　　教育委員会規則で定める日

　　オ　３月納付分の授業料（最終学年に在学する者に係るものを除く。）　２月末日

　第５条の３第１項中「の規定に基づき」を「の規定により」に改め，同条第２項中「できな

かつた」を「できなかった」に改める。
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９７

　第６条第２項第１号中「あつて」を「あって」に改める。

　第７条第１項中「授業料，聴講料，研究料若しくは保育料若しくは入学選抜料若しくは入学

金（以下「授業料等」という。）」を「授業料等」に改める。

　第９条中「虚偽の申請により」の次に「第６条又は第７条の規定による」を加え，「怠つた

者」を「怠った者」に，「さかのぼつて」を「遡って」に改める。

　第１１条を第１２条とし，第１０条の次に次の１条を加える。

第１１条　第６条第１項から第３項までの規定にかかわらず，大学等における修学の支援に関す

　る法律（令和元年法律第８号）の規定による授業料及び入学金の減免については，この条及

　び教育委員会規則に定めるもののほか，同法及びこれに基づく命令の定めるところによる。

２　大学等における修学の支援に関する法律施行規則（令和元年文部科学省令第６号。次項に

　おいて「省令」という。）第１５条第１項の規定により認定を取り消された者（同令第１６条各

　号のいずれかに該当するものとして認定を取り消された者に限る。）に係る授業料又は入学

　金については，同令第１６条各号に定める日に遡ってこれらを徴収するものとする。

３　省令第１１条第１項の規定による申請を行った者について，第２条第２項第１号及び第３項

　に規定する納付期限までに同令第１１条第３項の規定による通知をすることができない場合に

　おいて，第７条の規定により授業料又は入学金の納付を猶予するときは，第８条の規定は適

　用しない。

　　　附　則

　この条例は，令和２年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　神戸市立青少年補導センター設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第７０号

　　　神戸市立青少年補導センター設置条例の一部を改正する条例

　神戸市立青少年補導センター設置条例（昭和３５年１２月条例第２６号）の一部を次のように改正

する。

　題名を次のように改める。

　　　神戸市立青少年育成センター設置条例

　第１条を次のように改める。

　（設置）

第１条　青少年の補導活動を総合的に推進し，青少年の非行を防止するとともにその健全な育

　成を図ること及び義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する

　法律（平成２８年法律第１０５号）第２条第３号に規定する不登校児童生徒（以下単に「不登校

児童生徒」という。）の相談及び指導を通じて，不登校児童生徒の社会的自立に資すること

　を目的として，神戸市立青少年育成センター（以下「センター」という。）を設置する。

　第２条中「補導センター」を「センター」に改め，同条に次の１項を加える。

２　センターに，次条第１号から第４号まで及び第８号に規定する事業を実施するために教育
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　相談所を，次条第５号から第８号までに規定する事業を実施するために分室を置き，その名

　称及び位置は，次の表のとおりとする。

　第３条中「補導センター」を「センター」に改め，同条第５号から第７号までを次のように

改める。

　⑸　不登校児童生徒の教育相談に関すること。

　⑹　不登校児童生徒の学習指導及び生活指導に関すること。

　⑺　不登校児童生徒の相談及び指導に関する調査研究に関すること。

　第３条に次の１号を加える。

　⑻　その他教育委員会が必要と認める事業

　第５条の見出しを「（施行細目の委任）」に改め，同条中「この条例」を「センターの開館

時間及び休館日その他この条例」に，「教育委員会が」を「教育委員会規則で」に改め，同条

を第８条とする。

　第４条中「補導センター」を「センター」に，「，事務職員及びその他の」を「その他」に

改め，同条を第７条とし，第３条の次に次の３条を加える。

　（利用の承認等）

第４条　センターを利用しようとする者（前条第６号に規定する学習指導又は生活指導を受け

　ようとする者に限る。）は，その在学する学校の校長の同意を得た上で，毎年度，次項及び

　教育委員会規則の定めるところにより，教育委員会に申請し，その承認を受けなければなら

　ない。

２　前項の申請は，同項に規定する者が市立学校（神戸市立学校設置条例（昭和３９年３月条例
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位置名称

神戸市東灘区青木４丁目４番１号東教育相談所

ひがし分室

神戸市北区南五葉３丁目１番１号北教育相談所

きた分室

神戸市北区有野町有野字惣山３９８９番地の４北神教育相談所

ほくしん分室

神戸市長田区北町１丁目１６番地長田教育相談所

ながた分室

神戸市須磨区竜が台６丁目１５番地１北須磨教育相談所

きたすま分室

神戸市垂水区日向２丁目４番６号垂水教育相談所

たるみ分室

神戸市西区糀台３丁目３２番地の１西教育相談所

にし分室



９９

　第８７号）別表第２から別表第４までに規定する学校をいう。）以外の学校に在学する者であ

　るときは，教育委員会規則で定める申請書を，当該学校を経由して提出することにより行わ

　なければならない。

３　前項に規定する学校は，同項に規定する申請書の提出を受けたときは，当該申請書に第１

　項に規定する者がセンターを利用することについての校長の意見その他教育委員会規則で定

　める事項を記載した書面を添えて，これらを速やかに教育委員会に送付しなければならない。

４　教育委員会は，次の各号のいずれかに該当するときは，第１項の承認をしてはならない。

　⑴　第１項に規定する者が不登校児童生徒でないとき。

　⑵　第１項に規定する者が神戸市内に在住する者でないとき。

　⑶　前項に規定する書面の送付がないとき。

５　教育委員会は，センターの管理運営上支障があると認められるときは，第１項の承認をし

　ないことができる。

６　教育委員会は，第１項の承認をしたときは，同項に規定する者に通級証明証を交付するも

　のとする。

　（使用料）

第５条　センターの使用料は，無料とする。

　（承認の取消し）

第６条　教育委員会は，第４条第１項の承認を受けた者の申出による場合のほか，次の各号の

　いずれかに該当するときは，同項の承認を取り消すことができる。

　⑴　センターの管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。

　⑵　前号に掲げるもののほか，教育委員会がその利用を不適当と認めるとき。

　　　附　則

　この条例は，令和２年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置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３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造

神戸市条例第７１号

　　　義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部を改正する条例

　義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例（昭和４６年１２月条例第４１号）

の一部を次のように改正する。

　第１条中「昭和４６年法律第７７号」の次に「。第８条において「特別措置法」という。」を加

え，「定めるものとする。」を「定めるほか，教育職員が正規の勤務時間（神戸市職員の勤務

時間，休暇等に関する条例（平成６年１２月条例第３１号）第７条に規定する正規の勤務時間をい

う。以下同じ。）及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育委員会が

教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置について必要な事項を定めるものと

する。」に改める。
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　第７条第１項中「（神戸市職員の勤務時間，休暇等に関する条例（平成６年１２月条例第３１

号）第７条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。）」を削り，同条の次に次の１条を

加える。

　（業務量の適切な管理その他健康及び福祉の確保に関する措置）

第８条　教育委員会は，教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維

　持向上に資するため，特別措置法第７条第１項に規定する指針に基づき，教育委員会の定め

　るところにより，教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適

　切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置を行うものとする。

　　　附　則

　この条例は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正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３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第７２号

　　　神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例

　神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和元年１２月条例第３７号）の一部

を次のように改正する。　　

　附則第４条から第７条までを削り，附則第８条を附則第４条とする。

　　　附　則　

　（施行期日等）

１　この条例は，令和２年６月１日から施行し，附則第４条から第７条までを削る改正規定 

　（附則第４条及び第５条に係る部分に限る。）は，令和元年１２月１日から適用する。

　（期末手当等の内払）

２　この条例による改正後の神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に

　よる改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例（昭和２８年６月条例第２３ 

　号）の規定を適用する場合においては，この条例による改正前の神戸市職員の給与に関する

　条例等の一部を改正する条例附則第４条及び第５条の規定により読み替えて適用する神戸市

　職員に対する期末手当等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉

　手当は，この条例による改正後の神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の

　規定による改正後の神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の規定による期末手

　当及び勤勉手当の内払とみなす。

―――――――――――――――――

　神戸市会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年３月３１日
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１０１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第７３号

　　　神戸市会委員会条例の一部を改正する条例

　神戸市会委員会条例（昭和３１年１０月条例第３２号）の一部を次のように改正する。

　第２条第２項第２号中「市民参画推進局」を「文化スポーツ局」に改め，同項第３号中「保

健福祉局」を「福祉局，健康局」に改める。

　　　附　則

　この条例は，令和２年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　神戸市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年３月３１日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造

神戸市条例第７４号

　　　神戸市市税条例の一部を改正する条例

　神戸市市税条例（昭和２５年８月条例第１９９号）の一部を次のように改正する。

　第１８条第１項第４号ア中「第４２条の１０（第１項，第３項から第５項まで及び第８項」を「第

４２条の１０（第１項，第３項，第４項及び第７項」に，「第６６条の７（第３項，第６項及び第１０

項から第１３項」を「第６６条の７（第３項，第７項及び第１１項から第１４項」に改め，同号イ中

「第４２条の１０（第１項，第３項から第５項まで及び第８項」を「第４２条の１０（第１項，第３項，

第４項及び第７項」に改め，同項第１３号の２を削る。

　第２５条の２の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め，同条第１項

第３号を削り，同項第４号を同項第３号とする。

　第２５条の２の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め，同条第１項

中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り，同項第３号を削り，同項第４号を同項第３号

とする。

　第３０条第２項中「第６６条の７第４項及び第１０項」を「第６６条の７第５項及び第１１項」に改め

る。

　第３６条の３第２項中「から第３号まで及び第６号」を「及び第５号」に改め，第２号を削り，

同項第３号中「第１５条第２項第６号」を「第１５条第２項第５号」に改め，同号を同項第２号と

し，同条第４項中「第１５条第２９項」を「第１５条第２６項」に改め，同条第５項中「第１５条第３０項

第１号」を「第１５条第２７項第１号」に改め，同条第５項の２中「第１５条第３１項第１号」を「第

１５条第２８項第１号」に改め，同条第６項中「第１５条第３３項第１号」を「第１５条第３０項第１号」

に改め，同条第７項中「第１５条第３８項」を「第１５条第３４項」に改め，同条第８項を削り，同条

第９項中「第１５条第４４項」を「第１５条第３８項」に改め，同項を同条第８項とし，同条第１０項中

「第１５条第４５項」を「第１５条第３９項」に改め，同項を同条第９項とし，同条第１１項中「第１５条

第４７項」を「第１５条第４１項」に改め，同項を同条第１０項とする。

　第３６条の３の２の見出し及び同条第１項中「第３４９条の３第２８項」を「第３４９条の３第２７項」

に改め，同条第２項中「第３４９条の３第２９項」を「第３４９条の３第２８項」に改め，同条第３項中
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「第３４９条の３第３０項」を「第３４９条の３第２９項」に改める。

　第７６条第２項中「前項」を「第１項（第３号又は第４号に係る部分に限る。）」に，「総務

省令第１６条の２の３において準用する総務省令第８条の４に規定する書類を提出しない場合に

は，適用しない。」を「法第４６９条第３項に規定する書類を提出している場合に限り，適用す

る。」に改め，同項を同条第３項とし，同条第３項を同条第４項とし，同条第１項の次に次の

１項を加える。

２　前項（第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規定は，卸売販売業者等が，同項第１号

　又は第２号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について，第７８条第１項又は第２項の規

　定による申告書に前項（第１号又は第２号に係る部分に限る。）の適用を受けようとする製

　造たばこに係るたばこ税額を記載し，かつ，法第４６９条第２項に規定する書類を保存してい

　る場合に限り，適用する。

　第７８条第１項中「第７６条第２項」を「第７６条第３項」に改める。

　第１７８条第２項中「第３４９条の３第１０項から第１２項まで，第２２項，第２３項，第２４項，第２６項，

第３１項，第３３項又は第３４項」を「第３４９条の３第９項から第１１項まで，第２１項から第２３項まで，

第２５項，第３０項，第３２項又は第３３項」に改める。

　第１７８条の３中「第３４９条の３第２８項から第３０項」を「第３４９条の３第２７項から第２９項」に改

める。

　附則第５条中「令和３年度」を「令和６年度」に改める。

　附則第１５条の２第１項及び第２項中「令和２年度」を「令和５年度」に改める。

　附則第２３条の３第２項中「第３１条の２第２項第１２号」を「第３１条の２第２項第１３号」に改め

る。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，令和２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

　（市民税に関する経過措置）

２　この条例による改正後の神戸市市税条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民

　税に関する部分は，令和２年度以後の年度分の個人の市民税について適用し，令和元年度分

　までの個人の市民税については，なお従前の例による。

３　新条例第２５条の２の２第１項の規定は，施行日以後に支払いを受けるべき同項に規定する

　給与について提出する同項及び同条第２項に規定する申告書について適用する。

４　新条例第２５条の２の３第１項の規定は，施行日以後に支払を受けるべき所得税法第２０３条

　の６第１項に規定する公的年金等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）

　について提出する新条例第２５条の２の３第１項に規定する申告書について適用する。

５　新条例の規定中法人の市民税に関する部分は，施行日以後に開始する事業年度分の法人の

　市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し，施行日前

　に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民

　税については，なお従前の例による。

　（固定資産税に関する経過措置）

６　新条例の規定中固定資産税に関する部分は，令和２年度以後の年度分の固定資産税につい

　て適用し，令和元年度分までの固定資産税については，なお従前の例による。
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　（都市計画税に関する経過措置）

７　新条例の規定中都市計画税に関する部分は，令和２年度以後の年度分の都市計画税につい

　て適用し，令和元年度分までの都市計画税については，なお従前の例による。

　

―――――――――――――――――

　神戸市中央卸売市場業務条例をここに公布する。

　　令和２年４月１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第１号

　　　神戸市中央卸売市場業務条例

　神戸市中央卸売市場業務条例（昭和４６年年１２月条例第４２号）の全部を改正する。

目次

　第１章　総則（第１条―第８条）

　第２章　市場関係事業者

　　第１節　卸売業者（第９条―第２１条）

　　第２節　仲卸業者（第２２条―第２９条）

　　第３節　売買参加者（第３０条・第３１条）

　　第４節　関連事業者（第３２条―第３６条）

　第３章　売買取引及び決済の方法（第３７条―第５１条）

　第４章　市場施設の使用（第５２条―第５７条） 

　第５章　監督（第５８条―第６１条）

　第６章　神戸市中央卸売市場業務運営協議会（第６２条）

　第７章　雑則（第６３条―第７１条）

　附則

　　　第１章　総則

　（目的）

第１条　この条例は，卸売市場法（昭和４６年法律第３５号。以下「法」という。）に基づき，神

　戸市中央卸売市場（以下「市場」という。）の設置及び管理運営について必要な事項を定め，

　生鮮食料品等（法第２条第１項に規定する生鮮食料品等をいう。以下同じ。）の取引の適正

　化とその流通の円滑化を図り，もって住民の生活の安定に資することを目的とする。

　（定義）

第２条　この条例において「卸売業者」とは，法第２条第４項に規定する卸売業者であって，

　第９条第１項の規定による許可を受けた者をいう。

２　この条例において「仲卸業者」とは，法第２条第５項に規定する仲卸業者であって，第２２

　条第１項の規定による許可を受けた者をいう。

３　この条例において「取引参加者」とは，卸売業者，仲卸業者その他市場において卸売業者

　又は仲卸業者と売買取引（当該卸売業者又は当該仲卸業者が許可を受けた業務に係る取扱品

　目の部類に属する生鮮食料品等に係るものに限る。）を行う者をいう。

　（卸売業者及び仲卸業者の役割）
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第３条　卸売業者は，生鮮食料品等について，その出荷者から卸売のための販売の委託を受け，

　又は買い受けて，その卸売の業務に係る許可を受けた市場において卸売をすることを基本的

　な役割とし，市場の活性化に努めなければならない。

２　仲卸業者は，その仲卸しの業務に係る許可を受けた市場の卸売業者から卸売を受けた生鮮

　食料品等を，当該市場内の店舗において販売することを基本的な役割とし，市場の活性化に

　努めなければならない。

　（開設者の責務）

第４条　市長は，市場の業務の運営に関し，取引参加者に対して，不当に差別的な取り扱いを

　してはならない。

　（設置）

第５条　本市に市場を設置する。

２　市場の名称及び位置は，次のとおりとする。　

　（取扱品目及びその属する部類）

第６条　市場の取扱品目及びその属する部類は，次のとおりとする。

　　　本場

 青果部　野菜，果実及びこれらの加工品（漬物を除く。）並びに市長の定めるその他

　　　の食料品

　　　　水産物部　生鮮水産物及びその加工品並びに市長の定めるその他の食料品

　　　東部市場

　　　　青果部　野菜，果実及びこれらの加工品（漬物を除く。）並びに市長の定めるその他

　　　の食料品

 水産物部　生鮮水産物及びその加工品並びに市長の定めるその他の食料品

 花き部　花き

　　　西部市場

 食肉部　肉類（鳥肉を除く。以下同じ。）及びその加工品

２　前項に定める取扱品目の属する部類に疑義があるときは，市長がこれを定める。

　（開場の期日）

第７条　市場は，次に掲げる日（以下「休日」という。）を除き毎日開場するものとする。

　⑴　日曜日（１月５日及び１２月２７日から同月３０日までの日曜日を除く。）

　⑵　国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに１月２日から

　　同月４日まで及び１２月３１日

２　市長は，前項の規定にかかわらず，生産，出荷及び消費の事情並びに購買慣習等を勘案し

　た上，休日に開場し，又は休日以外の日に休業日を定めることができる。

　（開場の時間等）
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位置名称

　神戸市中央卸売市場

神戸市兵庫区中之島１丁目１番４号本場　　

神戸市東灘区深江浜町１番地の１東部市場

神戸市長田区苅藻通７丁目１番２０号西部市場
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第８条　市場における開場の時間は，本場及び東部市場にあっては，終日開場するものとし，

　西部市場にあっては，午前８時３０分から午後４時までとする。ただし，市長が必要があると

　認めるときは，これを変更することができる。

　　　第２章　市場関係事業者

 第１節　卸売業者

　（卸売業務の許可）

第９条　卸売の業務（市場に出荷される生鮮食料品等について，その出荷者から卸売のための

　販売の委託を受け，又は買い受けて，市場において卸売をする業務をいう。以下同じ。）を

　行おうとする者は，市長の許可を受けなければならない。

２　前項の許可は，第６条に定める市場及び取扱品目の部類ごとに行う。

３　第１項の許可を受けようとする者は，次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しな

　ければならない。

　⑴　名称及び住所

　⑵　資本金又は出資の額及び役員の氏名

　⑶　第１項の許可を受けて卸売の業務をおうとする市場及び取扱品目の部類

４　前項の申請書には，規則で定める書類を添付しなければならない。

５　市長は第１項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは，同項の許可をしては

　ならない。

　⑴　申請者が法人でないとき。

　⑵　申請者が第１６条又は第６１条第１項の規定による許可の取消しを受け，その取消しの日か

　　ら起算して３年を経過しない者であるとき。

　⑶　申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

　　ア　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

　　イ　禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で，その刑

　　　の執行を終わり，又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して３年を経

　　　過しないもの

　　ウ　第１６条又は第６１条第１項の規定による許可の取消しを受けた法人のその処分を受ける

　　　原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者

　　　（当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除 

　　　く。）で，その処分の日から起算して３年を経過しないもの

　⑷　申請者が卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験を有しない者であるとき。

　⑸　申請者の純資産額（資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額をいう。以下

　　同じ。）が当該申請に係る取扱品目の部類につき次条第１項の規定により定められた純資

　　産基準額（当該申請者が他の取扱品目の部類について第１項の許可を受けているか又はそ

　　の申請をしている場合にあっては，当該取扱品目の部類及び当該他の取扱品目の部類に係

　　る純資産基準額を合算した額）を下っているとき。

　⑹　卸売の業務の事業計画が適切でないとき，又はその遂行が確実と認められないとき。

　（純資産額が不足する場合の措置）

第１０条　卸売業者の純資産基準額は，取扱品目の部類ごとに，規則で定める。

２　市長は，卸売業者の純資産額が，前項の規定により定められた純資産基準額（その者が卸

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



　売の業務を行う取扱品目の部類が２以上ある場合にあっては，その各取扱品目の部類につい

　て同項の規定により定められた純資産基準額を合算した額）を下っていることが明らかとな

　ったときは，当該卸売業者に対し，卸売の業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

３　市長は，前項の規定による処分の日から起算して６月以内に，当該処分を受けた者から規

　則で定めるところによりその純資産額が同項に規定する純資産基準額以上の額となった旨の

　申出があった場合において，その申出を相当と認める時は，遅滞なく，当該処分を取り消さ

　なければならない。

４　市長は，第２項の規定による処分をした場合において，当該処分を受けた者から前項の期

　間内に同項の申出がないとき，又は当該申出があった場合でこれを相当と認めることができ

　ないときは，当該期間の経過後遅滞なく，前条第１項の許可を取り消さなければならない。

　（卸売業者の保証金の預託）

第１１条　卸売業者は，第９条第１項の卸売の業務の許可を受けた日から起算して１月以内に保

　証金を本市に預託しなければならない。

２　卸売業者は，保証金を預託した後でなければ，卸売の業務を開始してはならない。

　（卸売業者の保証金の額）

第１２条　前条第１項の保証金の額は，次に掲げる金額の範囲内において規則で定める額とする。

　　　本場及び東部市場

 青果部　３００万円以上１，６００万円以下

 水産物部　２００万円以上２，４００万円以下

 花き部　１２０万円以上１，２００万円以下

　　　西部市場

 食肉部　２００万円以上１，２００万円以下

２　前項の保証金は，国債証券，地方債証券その他規則で定める有価証券をもってこれに充て

　ることができる。この場合において，当該有価証券の価格は，市長が定める。

　（卸売業者の保証金の追加預託）

第１３条　保証金について差押，仮差押又は仮処分命令の送達があったとき，国税滞納処分又は

　その例による差押があったとき，預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不

　足を生じたときは，卸売業者は，市長の指定する期間（次項において「指定期間」という。）

　内に処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

２　卸売業者は，前項の規定による預託を完了しない場合においては，指定期間経過後，その

　預託を完了するまでは，卸売の業務を行なうことができない。

３　前条第２項の規定は，第１項の預託について準用する。

　（卸売業者の保証金の充当）

第１４条　本市は，市場につき卸売業者から収受する使用料（消費税及び地方消費税に相当する

　額を含む。以下同じ。）その他の納付金に関し，当該卸売業者の預託した保証金から弁済を

　受けることができる。

　（卸売業者の保証金の返還）

第１５条　保証金は，卸売業者が第９条第１項の許可に係る卸売の業務を遂行する地位を失った

　日から起算して６０日を経過した後でなければこれを返還しない。

　（卸売業務の許可の取消し）
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第１６条　市長は，卸売業者が第９条第５項第３号に掲げる者のいずれかに該当することとなっ

　たときは，同条第１項の許可を取り消すものとする。

２　市長は，卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは，第９条第１項の許可を取り消

　すことができる。

　⑴　正当な理由がないのに第９条第１項の許可の通知を受けた日から起算して１月以内にそ

　　の許可に係る卸売の業務を開始しないとき。　

　⑵　正当な理由がないのに引き続き１月以上その許可に係る卸売の業務を休止したとき。

　⑶　正当な理由がないのにその許可に係る卸売の業務を遂行しないとき。

３　市長は，卸売業者の卸売の業務の事業計画が第９条第５項第６号に該当することとなった

　ときは，同条第１項の許可を取り消すことができる。

　（卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割）

第１７条　卸売業者が事業（卸売の業務に係るものに限る。）の譲渡しをする場合において，譲

　渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは，譲受人は，卸売業

　者の地位を承継する。

２　卸売業者たる法人の合併の場合（卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売

　業者たる法人が存続する場合を除く。）又は分割の場合（卸売の業務を承継させる場合に限

　る。）において，当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは，合併後存続する法

　人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は，卸売業者

　の地位を承継する。

３　前２項の認可を受けようとする者は，規則で定めるところにより，市長に申請しなければ

　ならない。

４　第９条第５項の規定は，第１項又は第２項の認可について準用する。この場合において，

　第９条第５項中「第１項の許可の申請」とあるのは，「譲受人又は合併後存続する法人若し

　くは合併により設立される法人若しくは分割により当該業務を承継する法人の申請」と読み

　替えるものとする。

　（卸売業者に係る届出事項）

第１８条　卸売業者は，次の各号のいずれかに該当するときは，遅滞なくその旨を市長に届け出

　なければならない。

　⑴　第９条第１項の許可に係る卸売の業務を開始し，休止し，又は再開したとき。　

　⑵　第９条第１項の許可に係る卸売の業務を廃止しようとするとき。

　⑶　第９条第３項第１号又は第２号に掲げる事項に変更があったとき。

　⑷　その他規則で定める事由が生じたとき。

２　卸売業者が解散したときは，清算人は，速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

　（事業年度）

第１９条　卸売業者の事業年度は，４月から翌年３月まで又は４月から９月まで及び１０月から翌

　年３月までとする。

　（卸売業者の事業報告書の提出）

第２０条　卸売業者は，事業年度ごとに，卸売市場法施行規則（昭和４６年農林省令第５２号）に定

　める様式により事業報告書を作成し，当該事業年度経過後９０日以内に，これを市長に提出す

　るとともに，当該事業報告書（貸借対照表及び損益計算書が記載された部分に限る。）につ
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　いて閲覧の申出があった場合には，次に掲げる正当な理由がある場合を除き，これを閲覧さ

　せなければならない。

　⑴　当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる

　　者から閲覧の申出がなされた場合

　⑵　安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的

　　に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

　⑶　同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

　（せり人の届出）

第２１条　卸売業者は，市場において行う卸売のせり人（せり売又は入札を行うことを職務とす

　る卸売業者の役員又は使用人をいう。以下同じ。）について，次に掲げる事項を市長に届け

　出なければならない。

　⑴　届け出た卸売業者の名称

　⑵　せり人の氏名

２　卸売業者は，前項の規定により届出をしたせり人について次の各号のいずれかに該当する

　こととなったときは，遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

　⑴　当該せり人が，当該市場においてせり人の職務に従事しなくなったとき。

　⑵　当該せり人の氏名に変更があったとき。

 第２節　仲卸業者

　（仲卸業務の許可）

第２２条　仲卸しの業務（市場において卸売を受けた生鮮食料品等を当該市場内の店舗において

　販売する業務をいう。以下同じ。）を行おうとする者は，市長の許可を受けなければならな

　い。

２　前項の許可は，第６条に定める市場及び取扱品目の部類ごとに行う。ただし，西部市場の

　食肉部には，仲卸業者を置かないものとする。

３　第１項の許可を受けようとする者は，次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提

　出しなければならない。

　⑴　氏名又は名称及び商号並びに住所

　⑵　法人にあっては，資本金又は出資の額及び役員の氏名

　⑶　第１項の許可を受けて仲卸しの業務を行おうとする市場及び取扱品目の部類

４　前項の申請書には，規則で定める書類を添付しなければならない。

５　市長は，第１項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは，同項の許可をして

　はならない。

　⑴　申請者が次のいずれかに該当する者であるとき。

　　ア　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

　　イ　禁錮以上の刑に処せられた者で，その刑の執行を終わり，又はその刑の執行を受ける

　　　ことがなくなった日から起算して３年を経過しないもの

　　ウ　第２５条又は第６１条第１項の規定による許可の取消しを受け，その取消しの日から起算

　　　して３年を経過しない者

　　エ　仲卸しの業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者

　　オ　当該市場の卸売業者又は卸売業者の役員若しくは使用人
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　⑵　申請者が法人である場合，その業務を執行する役員のうちに前号ア，イ，ウ又はオのい

　　ずれかに該当する者があるとき。

　⑶　仲卸しの業務の事業計画が適切でないとき，又はその遂行が確実と認められないとき。

　（仲卸業者の保証金の預託）

第２３条　仲卸業者は，前条第１項の許可を受けた日から起算して１月以内に保証金を本市に預

　託しなければならない。

２　仲卸業者は，保証金を預託した後でなければ，仲卸しの業務を開始してはならない。

　（仲卸業者の保証金の額）

第２４条　前条第１項の保証金の額は，５万円以上３０万円以下の範囲内において規則で定める。

２　第１２条第２項，第１３条，第１４条及び第１５条の規定は，前条第１項の保証金について準用す

　る。

　（仲卸業務の許可の取消し）

第２５条　市長は，仲卸業者が第２２条第５項第１号（ウを除く。）及び第２号のいずれかに該当

　することとなったときは，同条第１項の許可を取り消すものとする。

２　市長は，仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは，第２２条第１項の許可を取り消

　すことができる。

　⑴　正当な理由がないのに第２２条第１項の許可の通知を受けた日から起算して１月以内にそ

　　の許可に係る仲卸しの業務を開始しないとき。

　⑵　正当な理由がないのに引き続き１月以上その許可に係る仲卸しの業務を休止したとき。

　⑶　正当な理由がないのにその許可に係る仲卸しの業務を遂行しないとき。

３　市長は，仲卸業者の仲卸しの業務の事業計画が第２２条第５項第３号に該当することとなっ

　たときは，同条第１項の許可を取り消すことができる。

　（仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割）

第２６条　仲卸業者が事業（仲卸しの業務に係るものに限る。）の譲渡しをする場合において，

　譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは，譲受人は，仲卸

　業者の地位を承継する。

２　仲卸業者たる法人の合併の場合（仲卸業者たる法人と仲卸業者でない法人が合併して仲卸

　業者たる法人が存続する場合を除く。）又は分割の場合（仲卸しの業務を承継させる場合に

　限る。）において，当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは，合併後存続する

　法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は，仲卸業

　者の地位を承継する。

３　前２項の認可を受けようとする者は，規則で定めるところにより，市長に申請しなければ

　ならない。

４　第２２条第５項の規定は，第１項又は第２項の認可について準用する。この場合において，

　第２２条第５項中「第１項の許可の申請」とあるのは，「譲受人又は合併後存続する法人若し

　くは合併により設立される法人若しくは分割により当該業務を承継する法人の申請」と読み

　替えるものとする。

　（仲卸業務の承継）

第２７条　仲卸業者が死亡した場合において，相続人（相続人が２人以上ある場合においてその

　協議により当該仲卸業者の仲卸しの業務を承継すべき相続人を定めたときは，その者）が被
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　相続人の行っていた仲卸しの業務を引き続き営もうとするときは，市長の認可を受けなけれ

　ばならない。

２　前項の認可を受けようとする者は，被相続人の死亡の日から起算して６０日以内に，規則で

　定めるところにより，市長に申請しなければならない。

３　相続人が第１項の認可の申請をした場合においては，被相続人の死亡の日から同項の認可

　をした旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間は，被相続人に対してした第２２条第

　１項の許可は，当該相続人に対してしたものとみなす。

４　第２２条第５項の規定は，第１項の認可について準用する。この場合において，第２２条第５

　項中「第１項の許可の申請」とあるのは「第２７条第１項の認可を受けようとする者の申請」

　と読み替えるものとする。

５　第１項の認可を受けた者は，仲卸業者の地位を承継する。

　（仲卸業者に係る届出事項）

第２８条　仲卸業者は，次の各号のいずれかに該当するときは，遅滞なくその旨を市長に届け出

　なければならない。

　⑴　第２２条第１項の許可に係る仲卸しの業務を開始し，休止し，又は再開したとき。

　⑵　第２２条第１項の許可に係る仲卸しの業務を廃止しようとするとき。

　⑶　第２２条第３項第１号又は第２号に掲げる事項に変更があったとき。

　⑷　その他規則で定める事由が生じたとき。

２　仲卸業者が，死亡し，又は解散したときは，当該仲卸業者の相続人又は清算人は，遅滞な

　くその旨を市長に届け出なければならない。

　（仲卸業者の事業報告書の提出）

第２９条　仲卸業者は，次の各号に掲げる日の翌日から起算して３月を経過する日までに，規則

　で定めるところにより，事業報告書を提出しなければならない。

　⑴　法人である仲卸業者にあっては，毎事業年度の末日

　⑵　個人である仲卸業者にあっては，毎年１２月３１日

 第３節　売買参加者

　（売買参加者の届出）

第３０条　卸売業者は，当該卸売業者が行う卸売に参加する者について，売買参加者（仲卸業者

　以外の者で，市場において卸売業者が行うせり売又は入札による卸売に参加できる者をいう。

　以下同じ。）とする場合は，次に掲げる事項を，市長に届け出なければならない。

　⑴　届け出た卸売業者の名称

　⑵　売買参加者の氏名又は名称及び商号並びに住所

第３１条　卸売業者は，前条の届出を行った売買参加者について，売買参加者としないこととし

　たとき又は届出事項に変更があったときは，遅滞なくその旨を市長に届け出なければならな

　い。

 第４節　関連事業者

　（関連事業の許可）

第３２条　市場において関連事業（市場の機能の充実に資する業務又は市場の利用者に便益を提

　供する業務をいう。以下同じ。）を行おうとする者は，市長の許可を受けなければならない。

２　前項の許可を受けようとする者は，規則で定めるところにより，市長に申請しなければな
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　らない。

３　市長は，前項の申請者が次の各号のいずれかに該当するときは，第１項の許可をしてはな

　らない。ただし，市場の利用者に便益を提供する業務にあっては第４号に該当する場合を除

　き，許可することができる。

　⑴　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

　⑵　禁錮以上の刑に処せられた者で，その刑の執行を終わり，又はその刑の執行を受けるこ

　　とがなくなった日から起算して３年を経過しないものであるとき。

　⑶　第３４条又は第６１条第１項の規定による許可の取消しを受け，その取消しの日から起算し

　　て３年を経過しない者であるとき。

　⑷　申請に係る業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者で

　　あるとき。

　⑸　法人である場合，その業務を執行する役員のうちに第１号から第３号までの各号のいず

　　れかに該当する者があるとき。

　（関連事業者の保証金）

第３３条　関連事業者は，前条第１項の許可を受けた日から起算して１月以内に保証金を本市に

　預託しなければならない。

２　関連事業者は，前項の保証金を預託した後でなければ当該許可に係る業務を開始してはな

　らない。

３　第１項の保証金の額は，使用料月額の６倍の範囲内において規則で定める。

４　第１２条第２項，第１３条，第１４条及び第１５条の規定は，第１項の保証金について準用する。

　（関連事業の許可の取消し）

第３４条　市長は，関連事業者が第３２条第３項（第３号を除く。）のいずれかに該当することと

　なったときは，同条第１項の許可を取り消すものとする。

２　市長は，関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは，第３２条第１項の許可を取り

　消すことができる。

　⑴　正当な理由がないのに第３２条第１項の許可の通知を受けた日から起算して１月以内に第

　　３２条第１項の許可に係る業務を開始しないとき。

　⑵　正当な理由がないのに第３２条第１項の許可に係る業務を遂行しないとき。

　（関連事業者に対する指示）

第３５条　市長は，関連事業の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは，

　関連事業者に対してその業務又は取扱物品の販売について必要な指示をすることができる。

　（関連事業者に係る届出事項）

第３６条　第２８条第１項（第４号の規定を除く。）及び同条第２項の規定は，関連事業者が行う

　届出について準用する。

２　関連事業者は，第３２条第３項（第３号及び第４号を除く。）のいずれかに該当することと

　なったときは，遅滞なく市長に届け出なければならない。

３　関連事業者のうち規則で定める者は，規則で定めるところにより販売高（消費税及び地方

　消費税に相当する額を除く。）を市長に届け出なければならない。

　　　第３章　売買取引及び決済の方法

　（売買取引の原則）
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第３７条　取引参加者は，市場における売買取引を，公正かつ効率的に行わなければならない。

　（売買取引の方法）

第３８条　卸売業者は，市場において行う卸売については，せり売若しくは入札の方法又は相対

　による取引の方法によらなければならない。

　（差別的取扱いの禁止等）

第３９条　卸売業者は，卸売の業務に関し出荷者又は仲卸業者若しくは売買参加者その他の買受

　人（卸売業者から卸売を受ける者をいう。以下同じ。）に対して不当に差別的な取扱いをし

　てはならない。

２　卸売業者は，第９条第１項の許可に係る取扱品目の部類に属する物品について市場におけ

　る卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には，その申込みが次の各号で定める正当

　な理由がなければその引受けを拒んではならない。

　⑴　販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害である場合

　⑵　販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が当該市場において過去に全て残品となり販

　　売に至らなかった生鮮食料品等と品質が同程度であると市長が認める場合

　⑶　卸売場，倉庫その他の卸売業者が当該市場における卸売の業務のために使用する施設の

　　受入能力を超える場合

　⑷　販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等に関し，法令に違反し，若しくは公益に反す

　　る行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合

　⑸　販売の委託の申込みが次条（第７号を除く。）の規定により卸売業者が公表した売買取

　　引の条件に基づかない場合

　⑹　販売の委託の申込みが当該市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが

　　明白である場合

　⑺　販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合

　　ア　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又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しな

　　　い者（以下この号において「暴力団員等」という。）

　　イ　暴力団員等をその業務に従事させ，又はその業務の補助者として使用する者

　　ウ　暴力団員等がその事業活動を支配する者

　（卸売業者による売買取引条件の公表）

第４０条　卸売業者は，次の各号に掲げる事項について，インターネットの利用その他の適切な

　方法により公表しなければならない。

　⑴　営業日及び営業時間

　⑵　取扱品目

　⑶　生鮮食料品等の引渡しの方法

　⑷　委託手数料（卸売のための販売の委託の引受けについて卸売業者が委託者から収受する

　　手数料をいう。以下同じ。）その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担

　　する費用の種類，内容及びその額

　⑸　生鮮食料品等の卸売にかかる販売代金の支払期日及び支払方法

　⑹　売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭（以

　　下「奨励金等」という。）がある場合には，その種類，内容及びその額（その交付の基準
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　　を含む。）

　⑺　卸売業者が第４３条の規定により定めた受託契約約款

　（卸売業者の仲卸業者及び売買参加者以外の者への卸売の報告）

第４１条　卸売業者は，仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしたときは，規則で定

　めるところにより，市長に報告しなければならない。　

　（食肉部卸売業者の特例）

第４２条　食肉部の卸売業者は，家畜を解体し枝肉又は部分肉として卸売をすることの委託をう

　けることができる。

　（受託契約約款）

第４３条　卸売業者は，市場における卸売のための販売の委託の引受けについて，委託物品の引

　渡し，受領その他規則で定める事項を記載した受託契約約款を定め，市長に届け出なければ

　ならない。当該受託契約約款の内容を変更したときも，同様とする。

　（仲卸業者の仕入高等の報告）

第４４条　仲卸業者は，第２２条第１項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等につい

　て，当該市場の卸売業者から買い受けた毎月の仕入高（仕入れに係る物品の単価（せり売若

　しくは入札又は相対による取引に係る価格をいう。以下同じ。）に消費税及び地方消費税に

　相当する額を加えた額に当該物品の総数を乗じた額をいう。）を，規則で定めるところによ

　り，市長に報告しなければならない。

２　仲卸業者は，その仲卸の業務に係る許可を受けた市場内において，当該許可に係る取扱品

　目の部類に属する生鮮食料品等を当該市場の卸売業者以外の者から買い入れて又は販売の委

　託を引き受けて販売したときは，規則で定めるところにより，市長に報告しなければならな

　い。

　（せり売又は入札の方法による卸売の相手方）

第４５条　卸売業者は，市場におけるせり売又は入札の方法による卸売の業務については，仲卸

　業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしてはならない。

　（売買取引の差止め等）

第４６条　市長は，せり売又は入札の場合において，不正又は不当な行為がなされ，又は不当な

　卸売価格（物品の単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた価格をいう。以下同 

　じ。）が形成されていると認めるときは，卸売業者，仲卸業者又は売買参加者に対し，その

　売買を差し止め，又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

２　市長は，取引参加者に，次の各号のいずれかに該当する行為があると認めるときは，売買

　を差し止めることができる。

　⑴　売買について，不正又は不当な行為があったとき。

　⑵　買受代金（取引参加者が売買取引を行う際に買い受けた物品の単価に消費税及び地方消

　　費税に相当する額を加えた額をいう。以下同じ。）の支払を怠ったとき。　

　（卸売業者による売買取引の結果等の報告）

第４７条　卸売業者は，毎開場日，第９条第１項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料

　品等に関する次に掲げる事項について，それぞれ規則で定める時までに市長に報告しなけれ

　ばならない。

　⑴　その日（午前０時から翌日の午前０時までの期間を言う。以下同じ。）の主要な品目の
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　　卸売予定数量

　⑵　その日の品目ごとの卸売の数量及び卸売価格

２　前項第１号及び第２号に掲げる事項の報告は，同項に定めるところによるほか，次に定め

　るところにより行わなければならない。

　⑴　前項第１号に掲げる事項にあっては，主要な産地と併せて報告すること。

　⑵　前項第２号に掲げる事項のうち主要な品目にあっては，卸売価格を高値（最も高い価格

　　を言う。以下同じ。）に，中値（最も卸売の数量が多い価格をいう。ただし，個々の商品

　　ごとに価格を決定する品目については，加重平均価格をいう。以下同じ。）及び安値（中

　　値未満の価格のうち，もっとも卸売の数量が多い価格をいう。ただし，個々の商品ごとに

　　価格を決定する品目については，最も低い価格をいう。以下同じ。）に区分して行うこと。

　⑶　前号に掲げる事項にあっては，次に掲げる区分ごとに行うこと。

　　ア　せり売又は入札の方法による卸売

　　イ　相対による取引の方法による卸売

３　卸売業者は，前月中に卸売をした物品について，産地別の数量，卸売金額（卸売価格に係

　る金額をいう。以下同じ。）並びに当該卸売金額から消費税及び地方消費税に相当する額を

　除いた額を市長に報告しなければならない。

　（卸売業者による売買取引の結果等の公表）

第４８条　卸売業者は，毎開場日，第９条第１項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料

　品等に関する次に掲げる事項について，規則で定めるところにより，インターネットの利用，

　卸売場の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表しなければならない。

　⑴　その日の主要な品目の卸売予定数量

　⑵　その日の主要な品目の卸売の数量及び卸売価格

　⑶　その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその

　　月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額（第４０条第４号及び第６号の規定によりその条件

　　を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。）

２　前項第１号及び第２号に掲げる事項の公表は，同項に定めるところによるほか，次に定め

　るところにより行わなければならない。

　⑴　前項第１号に掲げる事項にあっては，主要な産地と併せて公表すること。

　⑵　前項第２号に掲げる事項にあっては，卸売価格を高値，中値及び安値に区分して行うこ

　　と。

　⑶　前項第１号及び第２号に掲げる事項にあっては，次に掲げる区分ごとに行うこと。

　　ア　せり売又は入札の方法による卸売

　　イ　相対による取引の方法による卸売

　（開設者による売買取引の結果等の公表）

第４９条　市長は，市場の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について，規

　則で定めるところにより，インターネットの利用，市場の掲示場への掲示その他の適切な方

　法により公表するものとする。

　⑴　その日の主要な品目の卸売予定数量

　⑵　その日の主要な品目の卸売の数量及び卸売価格

２　前項第１号及び第２号に掲げる事項の公表は，同項に定めるところによるほか，次に定め
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　るところにより行わなければならない。

　⑴　前項第１号に掲げる事項にあっては，主要な産地並びに前開場日の主要な品目の卸売の

　　数量及び卸売価格と併せて公表すること。

　⑵　前項第２号に掲げる事項にあっては，次に掲げる区分ごとに，卸売価格を高値，中値及

　　び安値に区分して行うこと。

　　ア　せり売又は入札の方法による卸売

　　イ　相対による取引の方法による卸売

　（売買仕切書及び売買仕切金）

第５０条　卸売業者は，受託物品の卸売をしたときは，第４３条に規定する受託契約約款で定める

　期日（委託者との特約があるときはその特約の期日）までに，委託者に次に掲げる事項を記

　載した売買仕切書を送付するとともに，第３号に規定する売買仕切金を支払わなければなら

　ない。

　⑴　当該卸売をした物品（食肉部の卸売業者にあっては，第４２条の規定により委託を受けた

　　場合における原皮，内臓等を含む。）に係る次に掲げる事項（当該委託者の責めに帰すべ

　　き理由により卸売代金（卸売をした物品に係る代金をいう。以下同じ。）の変更をした物

　　品については，ウ及びオに掲げる事項）

　　ア　品目

　　イ　等級

　　ウ　単価

　　エ　数量

　　オ　単価に数量を乗じて得た金額及び当該金額の消費税及び地方消費税に相当する額

　⑵　委託手数料並びに当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目及び金額　

　　（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。）

　⑶　卸売代金から前号に掲げる事項の金額を減じた額（以下「売買仕切金」という。）

２　前項の売買仕切金を支払うに当たっては，第４３条に規定する受託契約約款に定める支払方

　法（委託者との特約があるときはその特約の支払方法）によらなければならない。

　（取引参加者の買受代金の決済の方法）

第５１条　取引参加者は，売買取引の相手方と契約，協定その他これらに準ずるものにより定め

　た支払期日及び支払方法により売買取引に係る買受代金を支払わなければならない。

　　　第４章　市場施設の使用

　（施設の使用条件の指定等）

第５２条　卸売業者，仲卸業者及び関連事業者が市場内において使用する市場の用地，建物その

　他の施設（以下「市場施設」という。）の位置，面積，使用期間その他の使用条件は，市長

　が指定する。

２　市長は，特に必要があると認めるときは，前項に規定する者以外の者に対しても，市場施

　設の使用を許可することができる。

３　前項の許可を受けた者は，許可と同時に本市に保証金を預託しなければならない。ただし，

　その者が国又は地方公共団体であるとき，又は市長が特別の理由があると認めるときは，こ

　の限りでない。

４　前項の保証金の額は，使用料月額の６倍の範囲内において規則で定める。
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５　第１２条第２項，第１３条，第１４条及び第１５条の規定は，前項の保証金について準用する。

　（使用料等）

第５３条　前条第１項及び第２項の規定により市場施設の使用条件の指定又は使用の許可を受け

　た者（以下「使用者」という。）は，別表の範囲内において規則で定める使用料を納付しな

　ければならない。

２　使用者の電話，電気，ガス，水道その他これらに準ずるものに係る費用は，各使用者の負

　担とする。

３　市長は，特別の理由があると認めるときは，第１項の使用料を減免することができる。

　（用途変更，転貸及び原状変更の禁止）

第５４条　使用者は，市場施設の用途を変更し，又は市場施設の全部又は一部を転貸し，又は他

　人に使用させてはならない。ただし，特別の理由により市長の承認を受けた場合は，この限

　りでない。

２　使用者は，市長の承認を受けた場合を除き，市場施設に工作物その他の設備（以下「工作

　物等」という。）を設置し，造作を加え，若しくは模様替を行い，又は市場施設の原状に変

　更を加えてはならない。

３　市長は，前項の規定に違反した使用者に対し，工作物等の除却を命じ，又は市場施設の原

　状回復を命ずることができる。

　（補修命令等）

第５５条　使用者は，市場施設の使用について，善良な管理者の注意をはらわなければならない。

２　市長は，故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者に対し，その補修を命じ，又

　はその費用の弁償を命ずることができる。

　（指定等の取消しその他の規制）

第５６条　市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，市場施設に係る第５２条第１項の指定

　又は同条第２項の許可の全部若しくは一部を取り消し，又は使用の制限若しくは停止その他

　必要な措置を命ずることができる。

　⑴　卸売業者が，第１０条第４項又は第１６条の規定により許可の取消しを受けたとき。

　⑵　仲卸業者が，第２５条の規定により許可の取消しを受けたとき。

　⑶　関連事業者が，第３４条の規定により許可の取消しを受けたとき。

　⑷　使用者が，この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した

　　とき。

　⑸　市場施設について，業務の監督，災害の予防，衛生の保持その他管理上必要があると認

　　めるとき。

　（返還）

第５７条　市場施設に係る第５２条第１項の指定又は同条第２項の許可の取消しその他の理由によ

　り市場施設を返還するときは，使用者，相続人又は清算人は，すみやかに自己の費用で当該

　施設を原状に復して返還しなければならない。ただし，市長の承認を受けた場合は，この限

　りでない。

　　　第５章　監督

　（指導及び助言）

第５８条　市長は，市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは，
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　取引参加者に対し，この条例及びこの条例に基づく規則に定める事項の遵守に関し必要な指

　導及び助言をすることができる。

　（報告及び検査）

第５９条　市長は，市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは，

　卸売業者，仲卸業者又は関連事業者に対し，その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料

　の提出を求め，又はその職員に，卸売業者，仲卸業者若しくは関連事業者の事務所その他の

　業務を行う場所に立ち入らせその業務若しくは財産の状況又は帳簿，書類その他の物件を検

　査させることができる。

２　前項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係人に提示

　しなければならない。

３　第１項の規定による立入検査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解してはなら

　ない。

　（改善措置命令）

第６０条　市長は，卸売業者の財産の状況が規則で定める場合に該当するときであって，卸売の

　業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは，卸売業者に対し，当

　該卸売業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

２　市長は，卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは，卸

　売業者に対し，当該卸売業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずるこ

　とができる。

３　市長は，仲卸業者の財産の状況が規則で定める場合に該当するときであって，仲卸しの業

　務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは，仲卸業者に対し，当

　該仲卸業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

４　市長は，仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは，

　仲卸業者に対し，当該仲卸業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずる

　ことができる。

５　市長は，市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは，関連

　事業者に対し，当該関連事業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずる

　ことができる。

　（監督処分）

第６１条　市長は，卸売業者，仲卸業者又は関連事業者が，この条例若しくはこの条例に基づく

　規則又はこれらに基づく処分に違反した場合は，これらの者に対し，次の各号に掲げる処分

　をすることができる。

　⑴　卸売業者に対しては，当該行為の中止，変更その他違反を是正するため必要な措置を命

　　じ，５万円以下の過料に処し，第９条第１項の許可を取り消し，又は６月以内の期間を定

　　めてその卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。

　⑵　仲卸業者に対しては，当該行為の中止，変更その他違反を是正するため必要な措置を命

　　じ，５万円以下の過料に処し，第２２条第１項の許可を取り消し，又は６月以内の期間を定

　　めてその仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。

　⑶　関連事業者に対しては，当該行為の中止，変更その他違反を是正するため必要な措置を

　　命じ，第３２条第１項の許可を取り消し，又は６月以内の期間を定めてその許可に係る業務
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　　の停止を命ずること。　

２　市長は，売買参加者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に

　違反したときは，６月以内の期間を定めて市場の卸売業者からせり売り又は入札による卸売

　を受けることの停止又は市場への入場の停止を命ずることができる。

３　卸売業者，仲卸業者，売買参加者又は関連事業者について，これらの者の代表者，代理人

　又は使用人がこれらの者の業務に関し，この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれら

　に基づく処分に違反したときは，その行為者に対して６月以内の期間を定めて入場を停止す

　るほか，その卸売業者，仲卸業者，売買参加者又は関連事業者に対しても第１項の規定（過

　料に係る部分を除く。）を適用する。

　　　第６章　神戸市中央卸売市場業務運営協議会

　（協議会）

第６２条　次の各号に掲げる事項について調査審議させるため，市長の附属機関として神戸市中

　央卸売市場業務運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。

　⑴　市場の運営に関し必要な事項

　⑵　市場における売買取引に関し必要な事項

２　協議会は，３０人以内の委員をもって組織する。

３　委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。

４　委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

５　前各項に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，規則で定める。

　　　第７章　雑則

　（卸売の業務の代行）

第６３条　市長は，卸売業者が，許可の取消しその他の行政処分を受け，又はその他の理由で卸

　売の業務の全部若しくは一部を行なうことができなくなった場合には，当該卸売業者に対し

　販売の委託があり，又は委託の申込みのあった物品について他の卸売業者にその卸売の業務

　を行なわせるものとする。

２　市長は，前項の業務を行なわせる卸売業者がいないとき，又は他の卸売業者に行なわせる

　ことが不適当と認めるときは，自らその業務を行なうものとする。

３　前２項の規定は，市場に出荷された物品について受託する卸売業者がいない場合，又は不

　明な場合について準用する。

　（災害時における生鮮食料品等の確保）

第６４条　市長は，他の法令で定める場合を除き，災害の発生に際して生鮮食料品等を確保する

　ために必要があると認めるときは，卸売業者，仲卸業者又は関連事業者に対し生鮮食料品等

　の確保について必要な指示をすることができる。

　（無許可営業の禁止）

第６５条　市場内においては，卸売業者，仲卸業者及び関連事業者が，それぞれの許可を受けた

　業務を行う場合を除くほか，物品の販売その他の営業行為をしてはならない。ただし，市長

　が必要と認めた者については，この限りでない。

　（衛生上有害な物品等の売買禁止）

第６６条　市長は，衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして食品としての安全性が十分に確

　保されておらず人の健康に危害を及ぼす可能性がある物品（以下この条において「衛生上有
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　害な物品等」という。）が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

２　卸売業者，仲卸業者，売買参加者及び関連事業者は，衛生上有害な物品等を市場において

　売買し，又は売買の目的をもって所持してはならない。

３　市長は，衛生上有害な物品等の売買を差し止め，又は撤去を命ずることができる。

　（市場秩序の保持等）

第６７条　市長は，市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは，

　市場入場者に対し適当な措置又は入場の制限をすることができる。

２　市長は，市場秩序の保持を図るため必要があると認めるときは，搬出入物品及び場内運搬

　について適当な措置又は制限を行なうことができる。

　（環境の保持）

第６８条　使用者及び市場へ入場する者は，市場の清潔な環境の保持に努めなければならない。

２　市長は，市場の清潔な環境の保持を図るため必要があると認めるときは，市場入場者に対

　し入場の禁止その他適当な措置をとることができる。

　（処分による補償責任）

第６９条　市場に関する法令，この条例又はこの条例に基づく規則により，市長がした処分によ

　って使用者が損失を受けることがあっても，本市は，その補償の責を負わない。

　（許可等の制限又は条件）

第７０条　この条例の規定による，許可，認可，承認又は指定には，制限又は条件を付すること

　ができる。

　（施行細目の委任）

第７１条　この条例の施行に関して必要な事項は，規則で定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，令和２年６月２１日（以下「施行日」という。）から施行する。

　（準備行為）

２　この条例による改正後の神戸市中央卸売市場業務条例（以下「新条例」という。）を施行

　するために必要となる許可，認可，承認，指定及び届出並びにこれらに関し必要な手続きそ

　の他の行為は，施行日前においても新条例の例によりすることができる。

　（卸売の業務の許可に関する経過措置）

３　この条例の施行の際現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律 

　（平成３０年法律第６２号）第１条の規定による改正前の卸売市場法（以下「旧法」という。）

　第１５条第１項の規定による許可を受けて市場において卸売の業務（旧法第４条第２項第４号

　に規定する卸売の業務をいう。）を行っている者は，この条例の施行時において，新条例第

　９条第１項の規定による許可を受けたものとみなす。

４　この条例の施行の際現にこの条例による改正前の神戸市中央卸売市場業務条例（以下「旧

　条例」という。）第３条第２項に規定する本場の加工水産物部として卸売の業務を行ってい

　る者は，この条例の施行時において，本場の水産物部として新条例第９条第１項の規定によ

　る許可を受けたものとみなす。

５　市長は，新条例第９条第１項の許可の申請があった場合において，申請者（申請者が法人

　である場合にあっては，その業務を執行する役員を含む。）が旧法第４９条第２項の規定によ
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　る許可の取消しを受け，その取消しの日から起算して３年を経過しない者であるときは，新

　条例第９条第４項の規定にかかわらず，当該許可をしてはならない。

　（せり人の届出に関する経過措置）

６　この条例の施行の際現に旧条例第１２条第１項の規定による登録を受けているせり人につい

　ては，当該登録の有効期間が満了するまでの間は，新条例第２１条第１項の規定による届出が

　あったものとみなす。

　（仲卸しの業務の許可に関する経過措置）

７　この条例の施行の際現に旧条例第１７条第１項の規定による許可を受けて市場において仲卸

　しの業務（旧条例第１６条第１項に規定する仲卸しの業務をいう。）を行っている者は，この

　条例の施行時において，新条例第２２条第１項の規定による許可を受けたものとみなす。

８　市長は，新条例第２２条第１項の許可の申請があった場合において，申請者（申請者が法人

　である場合にあっては，その業務を執行する役員を含む。）が旧条例第２０条又は旧条例第６７

　条第１項の規定による許可の取消しを受け，その取消しの日から起算して３年を経過しない

　者であるときは，新条例第２２条第４項の規定にかかわらず，当該許可をしてはならない。

　（売買参加者の届出に関する経過措置）

９　この条例の施行の際現に旧条例第２５条第１項の規定による承認を受けている売買参加者に

　ついては，当該承認の有効期間が満了するまでの間は，当該承認を受けた市場及び取扱品目

　の部類の卸売業者から新条例第３０条の規定による届出があったものとみなす。

　（関連事業の許可に関する経過措置）

１０　この条例の施行の際現に旧条例第２８条第１項の規定による許可を受けて市場において関連

　事業（旧条例第２８条第１項に規定する関連事業をいう。）を行っている者は，この条例の施

　行時において，新条例第３２条第１項の規定による許可を受けたものとみなす。

１１　市長は，新条例第３２条第１項の許可の申請（市場の利用者に便益を提供する業務にかかる

　ものを除く。）があった場合において，申請者（申請者が法人である場合にあっては，その

　業務を執行する役員を含む。）が旧条例第３０条又は第６７条第１項の規定による許可の取消し

　を受け，その取消しの日から起算して３年を経過しない者であるときは，新条例第３２条第３

　項の規定にかかわらず，当該許可をしてはならない。

　（市場施設の使用に関する経過措置）

１２　この条例の施行の際現に旧条例第５９条第１項の規定による指定を受けて卸売業者，仲卸業

　者及び関連事業者が市場内において使用する市場の用地，建物その他の施設（以下「市場施

　設」という。）の位置，面積，使用期間その他の使用条件は，この条例の施行時において，

　新条例第５２条第１項の規定による指定を受けたものとみなす。

１３　この条例の施行の際現に旧条例第５９条第２項の規定による許可を受けて市場施設を使用す

　る者は，この条例の施行時において，新条例第５２条第２項の規定による許可を受けたものと

　みなす。

　（罰則に関する経過措置）

１４　市長は，新条例第９条第１項，第２２条第１項若しくは第３２条第１項の許可の申請があった

　場合において，申請者が施行日前に旧法の規定により罰金の刑に処せられた者で，その刑の

　執行を終わり，又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して３年を経過しな

　いもの（以下「違反者」という。）であるとき（申請者が法人である場合にあっては，その
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　業務を執行する役員のうちに違反者があるものであるときを含む。）は，新条例第９条第４

　項，第２２条第４項及び第３２条第３項の規定にかかわらず，当該許可をしてはならない。

１５　この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については，なお従前の例による。

別表（第５３条関係）
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使用料種別

　次の⑴及び⑵に掲げる額の合計額

⑴　卸売金額から消費税及び地方消費税に相当する額を除い

　た額に１，０００分の３を乗じて得た額

⑵　⑴に掲げる額に１００分の１０を乗じて得た額

卸売業者市場使用料

　次の⑴及び⑵に掲げる額の合計額

⑴　仲卸業者が，当該市場の卸売業者以外の者から買い入れ

　て又は販売の委託を引き受けて販売した生鮮食料品等の売

　上金額（消費税及び地方消費税に相当する額を除いたもの

　をいう。）に１，０００分の３を乗じて得た額

⑵　⑴に掲げる額に１００分の１０を乗じて得た額

仲卸業者市場使用料

　次の⑴及び⑵に掲げる額の合計額

⑴　関連事業者（市長が定めるものに限る。）が市場施設を

　使用することにより得た売上金額（消費税及び地方消費税

　に相当する額を除いたものをいう。）に１，０００分の３を乗

　じて得た額

⑵　⑴に掲げる額に１００分の１０を乗じて得た額

関連事業者市場使用料

１平方メートル１月につき　８５０円卸売業者売場使用料

１平方メートル１月につき　１，１８８円卸売業者低温売場使用料

１平方メートル１月につき　２，１１０円仲卸業者売場使用料

１平方メートル１月につき　２，１３６円関連事業所使用料

１平方メートル１月につき　２，１３６円事務所使用料

１室１日につき　７，４７６円会議室使用料

１平方メートル１月につき　１，５８３円倉庫使用料

１平方メートル１月につき　１，２８２円発酵室使用料

１平方メートル１月につき　２８７円屋上屋外使用料

１平方メートル１月につき　２，２５６円農水産物加工場使用料

１平方メートル１月につき　７０６円買荷保管所兼積込所使用料

１平方メートル１月につき　７９２円特設駐車場使用料

１トンにつき　６４８円通過貨物揚卸場使用料

１月につき　８９５万６，０９５円冷蔵庫棟使用料

１平方メートル１月につき　３，７３８円冷蔵庫使用料

１月につき　１１万７８６円井水設備使用料

１平方メートル１月につき　１，７１５円保冷庫使用料



　備考　市場施設を本来の用途以外の用途に使用する場合については，その本来の用途に使用

　　する場合の使用料を適用することができる。

　

―――――――――――――――――

　神戸市屋外広告物条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年４月１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第２号

　　　神戸市屋外広告物条例の一部を改正する条例

　神戸市屋外広告物条例（平成１２年１月条例第５０号）の一部を次のように改正する。

　第１５条の次に次の１条を加える。

　（点検）

第１５条の２　広告物を表示し，又は掲出物件を設置している者は，当該広告物又は掲出物件に

　ついて，第５条第１項の許可の申請をする場合又は同条第３項の許可の更新の申請をする場

　合には，当該広告物又は掲出物件の本体，接合部，支持部分その他当該広告物又は掲出物件

　を構成する部分及びこれらの取付対象部とその周辺部分の劣化及び損傷の状況の点検を行う

　とともに，その結果を市長に報告しなければならない。

２　前項の規定により点検を行う広告物又は掲出物件が規則で定めるものに該当するときは，

　規則で定める資格又は知識を有する者が前項の点検を行わなければならない。

　　　附　則

　この条例は，令和２年７月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　須磨海岸を守り育て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４月１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第３号

　　　須磨海岸を守り育てる条例の一部を改正する条例

　須磨海岸を守り育てる条例（平成２０年３月条例第３７号）の一部を次のように改正する。

　第３条中「港湾環境施設整備計画」を「港湾環境整備施設計画」に改める。

　第２１条第１項各号列記以外の部分中「ただし，市長が海岸の管理運営上特に必要があると認

める場合は，この限りでない。」を削り，同項第１号に次のただし書を加える。

　　ただし，市長が海岸の管理運営上特に必要があると認める場合は，この限りでない。

　第２１条第１項第２号中「規則で定める時間帯において，拡声機又は拡声装置」を「拡声機，

拡声装置」に改め，「装置をいう。）」の次に「若しくは音響再生装置（録音盤等のあらゆる

媒体の再生に係る機器，増幅器及びスピーカーを組み合わせて音又は音声を再生する装置をい
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う。）又は楽器（電源を使用し，スピーカー又はこれに類するものが付属し，又は接続されて

いるものに限る。）」を加え，同号に次のただし書を加える。

　　ただし，規則で定める特別の理由があるときは，この限りでない。

　第２３条第１項第６号に次のただし書を加える。

　　ただし，規則で定める特別の理由があり，かつ，必要な安全対策を講じたときは，この限

　りでない。

　第２３条第１項第８号イの次に次のように加える。

　　ウ　緑地等の全部又は一部を独占して使用し，他の者の迷惑となる行為をすること。ただ

　　　し，規則で定める場合に該当するときは，この限りでない。

　別表ウの項中「１，２００円」を「２，５００円」に改め，同表エの項中「９７２円」を「９９０円」に改め，

同表オの項中「３２，４００円」を「３３，０００円」に改め，同表カの項中「６４，８００円」を「６６，０００円」

に改め，同表キの項中「１２円９６銭」を「１３円２０銭」に改め，同表クの項中「４円３２銭」を「４

円４０銭」に改め，同表中

「

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

   　　　」

　　　附　則

　この条例は，令和２年５月１日から施行する。ただし，別表ウの項からクの項までの改正規

定は，令和３年４月１日から施行する。

　

  規     則  

　神戸市市税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３月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第６７号

　　　神戸市市税条例施行規則の一部を改正する規則

　神戸市市税条例施行規則（昭和３０年１１月規則第８２号）の一部を次のように改正する。

　第４条の２第２項第８号及び第２０条（見出しを含む。）中「軽自動車税」を「種別割」に改

める。

　第２１条第１項中「軽自動車税を課される」を「種別割を課される」に改め，同条第６項中

「軽自動車税」を「種別割」に改める。

　第２３条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め，同条第１項中「軽自動車税」を「種
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別割」に，「当該納税者が」を「当該納税者に」に改める。

　第２４条（見出しを含む。）中「軽自動車税」を「種別割」に改める。

　第２９条第１項第１３号中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経

営強化法」に改める。

　第３２条第１０号の７中「軽自動車税」を「軽自動車税（種別割）」に，「法第４５４条」を「法

第４６３条の２３」に改め，同条第１９号から第２１号までの規定中「軽自動車税」を「軽自動車税

（種別割）」に改める。

　第３２条の２第１７号の２中「軽自動車税」を「軽自動車税（種別割）」に改める。

　第４号様式，第４号の２様式，第１０号の７様式，第１９号様式，第２０号様式，第２１号様式，第

２３号様式，第３６号様式及び第３８号の２様式中「軽自動車税」を「軽自動車税（種別割）」に改

める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則による改正後の神戸市市税条例施行規則の規定は，令和２年度以後の年度分の種

　別割について適用し，令和元年度までの年度分の軽自動車税については，なお従前の例によ

　る。

―――――――――――――――――

　神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーンにおける支援措置に関する条例施行規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第６８号

　　　神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーンにおける支援措置に関する条例施

　　　行規則の一部を改正する規則

　神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーンにおける支援措置に関する条例施行規

則（平成１４年１０月規則第３５号）の一部を次のように改正する。

　様式第３号を次のように改める。
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　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の神戸エンタープライズゾーン及び

　神戸国際経済ゾーンにおける支援措置に関する条例施行規則の様式による申請書及び申告書

　は，この規則による改正後の神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーンにおける

　支援措置に関する条例施行規則による申請書又は申告書とみなして，当分の間，なお使用す

　ることができる。

―――――――――――――――――

　

　神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例施行規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第６９号

目次

　第１章　総則（第１条・第２条）

　第２章　神戸オフィスビル建設促進ゾーン（第３条・第４条）

　第３章　神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーン（第５条－第１２条）

　第４章　雑則（第１３条・第１４条）

　附則

　　　第１章　総則

　（趣旨）

第１条　この規則は，神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例（令和２年３月

　条例第４６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　（条例第２条第１号に規定する指定の要件）

第２条　条例第２条第１号アに規定する指定は，広範囲をサービスの対象とする広域型都市機

　能を維持させ，充実させ，及び強化させる地域であることを要件とする。

２　条例第２条第１号イに規定する指定は，都心の商業地域において，多様な都市機能の集積

　をすべき地域であることを要件とする。

３　条例第２条第１号ウに規定する指定は，次に掲げる要件のすべてを満たす地域であること

　を要件とする。

　⑴　高速自動車国道，空港その他の高速輸送に係る多様な施設の利用が容易であり，又は容

　　易となることが確実であると見込まれること。

　⑵　都市機能が集積する地域又はその周辺の地域であり，既存の都市機能と有機的な連携が

　　図られること。

　⑶　情報及び通信に係る基盤施設が現在整備されており，又は早期に整備されることが確実

　　であると認められること。

　⑷　特定事業の集積のための一団の大規模な土地の確保が容易であること。
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４　条例第２条第１号エの規定による指定は，次に掲げる要件のすべてを満たす地域であるこ

　とを要件とする。

　⑴　外国企業等による投資が行われ，又は行われると見込まれること。

　⑵　国際経済事業に必要な都市機能が集積し，又は集積することが確実と見込まれること。

　⑶　国際経済事業の集積のための一団の土地の確保が容易であること。

　　　第２章　神戸オフィスビル建設促進ゾーン

　（条例第３条第４項第８号に規定する規則で定めるもの）

第３条　条例第３条第４項第８号の規則で定めるものは，次の各号のいずれにも該当するもの

　とする。

　⑴　都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第２１条第１項の規定により国土交通大臣よ

　　り民間都市再生事業計画の認定を受けていないもの

　⑵　その他市長が必要があると認める要件を満たすもの

　（条例第１０条の規定による申告書等）

第４条　条例第１０条の規定による申告書の様式は，様式第１号によるものとする。

２　前項の申告書には，市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。

　　　第３章　神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーン

　（条例第１５条第１項に規定する規則で定めるもの）

第５条　条例第１５条第１項に規定する認定事業に係る施設のうち規則で定めるものは，認定事

　業計画に係る認定事業の用に直接供される施設とする。

２　条例第１５条第１項に規定する家屋若しくは償却資産のうち規則で定めるものは，前項に規

　定する施設に係る部分とする。

３　条例第１５条第１項の表に規定する規則で定めるものは，条例別表第１の２の項⑴から⑺ま

　で，６の項⑴から⑹まで，７の項⑵から⑷まで及び⑺（⑺にあっては，⑵から⑷までに掲げ

　る事業に類するものに限る。）並びに９の項⑴から⑶までに掲げる事業とする。

　（条例第１６条第１項に規定する規則で定めるもの）

第６条　条例第１６条第１項に規定する認定事業に係る施設のうち規則で定めるものは，認定事

　業計画に係る認定事業の用に直接供される施設とする。

２　条例第１６条第１項に規定する家屋又は償却資産のうち規則で定めるものは，前項に規定す

　る施設に係る部分とする。

３　条例第１６条第１項第１号に規定する規則で定める要件は，次の各号のいずれにも該当する

　ものとする。

　⑴　条例第１６条第１項第１号に規定する当該認定事業者が既に実施している別の認定事業計

　　画又は同項第２号に規定する当該認定事業者が認定を受けたことのある別の認定事業計画

　　に係る認定事業を５年以上継続して実施していること。

　⑵　当該認定事業者が，先端的な技術を用い，科学技術の振興及び産業競争力の強化に著し

　　く資する事業計画を実施していると認められること。

　⑶　前項に規定する償却資産であって，その取得に係る経費が１００億円以上であること。

　（条例第１８条に規定する規則で定めるもの）

第７条　条例第１８条第１項に規定する認定事業に係る施設のうち規則で定めるものは，認定事

　業計画に係る認定事業の用に直接供される施設とする。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



２　条例第１８条第１項の表に規定する規則で定めるものは，条例別表第１の２の項⑴から⑺ま

　で，６の項⑴から⑹まで，７の項⑵から⑷まで及び⑺（⑺にあっては，⑵から⑷までに掲げ

　る事業に類するものに限る。）並びに９の項⑴から⑶までに掲げる事業とする。

３　条例第１８条第２項に規定する認定事業に係る施設のうち規則で定めるものは，認定事業計

　画に係る認定事業の用に直接供される施設とする。

　（条例第１８条第１項及び第２項の規定に基づく算定における端数の処理）

第８条　次に掲げる額に１００円未満の端数があるときは，これを１００円に切り上げるものとする。

　⑴　条例第１８条第１項の規定により資産割額から控除される金額

　⑵　条例第１８条第２項の規定により資産割額から控除される金額

　（条例第１９条の規定による申告書等）

第９条　条例第１９条の規定による申告書の様式は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当

　該各号に定めるところによるものとする。

　⑴　条例第１５条第１項又は第１６条第１項の規定の適用を受けようとする者に係る申告書　様

　　式第２号及び様式第２号の２

　⑵　条例第１８条第１項又は第２項の規定の適用を受けようとする者に係る申告書　様式第２

　　号の３

２　前項の申告書には，市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。

　（条例第２１条第１項に規定する規則で定めるもの）

第１０条　条例第２１条第１項に規定する国際経済事業に係る施設のうち規則で定めるものは，認

　定国際経済事業計画に係る国際経済事業の用に直接供される施設とする。

２　条例第２１条第１項に規定する家屋又は償却資産のうち規則で定めるものは，前項に規定す

　る施設に係る部分とする。

３　条例第２１条第１項の表に規定する規則で定めるものは，条例別表第１の２の項⑴から⑺ま

　で，６の項⑴から⑹まで，７の項⑵から⑷まで及び⑺（⑺にあっては，⑵から⑷までに掲げ

　る事業に類するものに限る。）並びに９の項⑴から⑶までに掲げる事業とする。

　（条例第２２条第１項に規定する規則で定めるもの）

第１１条　条例第２２条第１項に規定する国際経済事業に係る施設のうち規則で定めるものは，認

　定国際経済事業計画に係る国際経済事業の用に直接供される施設とする。

２　条例第２２条第１項に規定する家屋又は償却資産のうち規則で定めるものは，前項に規定す

　る施設に係る部分とする。

３　条例第２２条第１項第１号に規定する規則で定める要件は，次の各号のいずれにも該当する

　ものとする。

　⑴　条例第２２条第１項第１号に規定する当該認定国際経済事業者が既に実施している別の認

　　定国際経済事業計画又は同項第２号に規定する当該認定国際経済事業者が認定を受けたこ

　　とのある別の認定国際経済事業計画に係る国際経済事業を５年以上継続して実施している

　　こと。

　⑵　当該認定国際経済事業者が，先端的な技術を用い，科学技術の振興及び産業競争力の強

　　化に著しく資する国際経済事業計画を実施していると認められること。

　⑶　前項に規定する償却資産であって，その取得に係る経費が１００億円以上であること。

　（条例第２３条の規定による申告書等）
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第１２条　条例第２３条の規定による申告書の様式は，様式第２号及び様式第２号の２によるもの

　とする。

２　前項の申告書には，市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。

　　　第４章　雑則

　（立入検査証）

第１３条　条例第３５条第３項に規定する身分を示す証明書は，様式第３号によるものとする。

　（施行細目の委任）

第１４条　この規則の施行に関し必要な事項は，主管局長が定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

　（この規則の失効）

２　この規則は，令和５年３月３１日限り，その効力を失う。

　（失効に伴う経過措置）

３　前項の規定にかかわらず，条例附則第３項に規定する固定資産税及び都市計画税並びに事

　業所税については，この規則は，前項の規定による失効の時以後も，なおその効力を有する。

４　第２項の規定にかかわらず，条例附則第８項の規定によりなお効力を有するものとされる

　条例第７条第４項及び条例第３５条第１項の規定による立入検査については，第１３条及び様式

　第３号の規定は，第２項の規定による失効の時以後も，なおその効力を有する。
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１３５

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市職員表彰規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第７０号

　　　神戸市職員表彰規則の一部を改正する規則

　神戸市職員表彰規則（昭和４５年１０月規則第９５号）の一部を次のように改正する。

　第３条中「認める者」を「認める職員又は課，係その他職員で構成される団体」に改め，第

１号及び第２号を削り，同条第３号中「者」を「もの」に改め，同号を同条第１号とし，同条

　第４号中「者」を「もの」に改め，同号を同条第２号とする。

　第４条第１項中「記念品」の次に「又は記念品料」を加える。

　第５条を次のように改める。

　（表彰の時期）

第５条　表彰は，随時行う。

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　神戸市職員の勤務時間に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第７１号

　　　神戸市職員の勤務時間に関する規則の一部を改正する規則

第１条　神戸市職員の勤務時間に関する規則（平成６年１２月規則第７２号）の一部を次のように

　改正する。

　　第２条を次のように改める。

　　（勤務時間等）

　第２条　条例第３条第２項の規定に基づき割り振る勤務時間及びその場合の休憩時間は，次

　　の各号に掲げる職員の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める表のとおりとする。

　　⑴　次号から第４号までに掲げる職員以外の職員　別表第１

　　⑵　条例第２条第１項に規定する再任用短時間勤務職員（勤務時間が休憩時間を除き１週

　　　間について３１時間である者に限る。）　別表第２

　　⑶　条例第２条第１項に規定する再任用短時間勤務職員（前号に掲げる職員を除く。）及

　　　び任期付短時間勤務職員　別表第３

　　⑷　条例第２条第１項に規定する育児短時間勤務職員等　別表第４及び別表第５
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２　前項第１号から第３号までの規定にかかわらず，所属長は，公務の都合上特に必要があ

　ると認めるときは，行財政局長の定める基準に従い，同項第１号から第３号までに規定す

　る職員の勤務時間を午前７時から午後１０時までの時間帯において割り振ることができる。

３　第１項の規定にかかわらず，所属長，担当課長その他これに準ずる者（以下「所属長 

　等」という。）は，職員からの申し出を受けた場合で当該申し出が公務に支障がないと認

　めるときは，当該職員の休憩時間を午前１１時３０分から午後０時３０分まで，午後０時から午

　後１時まで，午後０時３０分から午後１時３０分まで又は午後１時から午後２時までのいずれ

　かの時間に設けることができる。

４　第１項及び前項の規定にかかわらず，公務の性質上第１項及び前項の規定により休憩時

　間を設けることができない場合においては，所属長等は，別の定めをすることができる。

５　所属長等が，第３項又は前項の規定に基づき，職員の休憩時間を第１項各号に規定する

　時間以外の時間に設けたときは，当該職員は，電子情報処理組織（所属長等の使用に係る

　電子計算機と職員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

　であって，職員の出退勤，休暇その他の勤務の状況に係る情報の記録及び管理の用に供す

　るものをいう。以下この項において同じ。）において申請することのできない時間帯に係

　る休暇を取得することができない。電子情報処理組織を用いることのできない所属に属す

　る職員の休暇の取得についても同様とする。

　　第３条を削り，第４条を第３条とし，第５条を第４条とする。

　　附則の次に別表として次の５表を加える。

　別表第１（第２条関係）

　　備考　勤務時間の区分があるものにあっては，そのうちから市長が指定する。
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休憩時間勤務時間
勤務時間

の区分
対象職員

午後０時から午後

１時まで

月曜日から金曜日までの午前８

時４５分から午後５時３０分まで

１　２の項及び３の項

　に規定する職員以外

　の職員

午前１１時３０分から

午後０時３０分まで

月曜日から金曜日までの午前８

時１５分から午後５時まで

⑴２　神戸市中央区神戸

　空港に所在する公署

　に勤務する都市局職

　員
午後０時３０分から

午後１時３０分まで

月曜日から金曜日までの午前９

時１５分から午後６時まで

⑵

午前１１時１５分から

午後０時１５分まで

月曜日から金曜日までの午前８

時から午後４時４５分まで

⑴３　神戸市中央区港島

　３丁目，港島４丁目

　又は港島中町４丁目

　に所在する公署に勤

　務する港湾局職員

午後０時３０分から

午後１時３０分まで

月曜日から金曜日までの午前９

時１５分から午後６時まで

⑵

午後１時１５分から

午後２時１５分まで

月曜日から金曜日までの午前１０

時から午後６時４５分まで

⑶



１３７

　別表第２（第２条関係）

　　備考　勤務時間の区分があるものにあっては，そのうちから市長が指定する。

　別表第３（第２条関係）

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

休憩時間勤務時間
勤務時間

の区分
対象職員

午後０時から午後

１時まで

月曜日から金曜日まで（これら

の日のうちで週休日に該当する

日を除く。以下この表において

同じ。）の午前８時４５分から午

後５時３０分まで

１　２の項及び３の項

　に規定する職員以外

　の職員

午前１１時３０分から

午後０時３０分まで

月曜日から金曜日までの午前８

時１５分から午後５時まで

⑴２　神戸市中央区神戸

　空港に所在する公署

　に勤務する都市局職

　員
午後０時３０分から

午後１時３０分まで

月曜日から金曜日までの午前９

時１５分から午後６時まで

⑵

午前１１時１５分から

午後０時１５分まで

月曜日から金曜日までの午前８

時から午後４時４５分まで

⑴３　神戸市中央区港島

　３丁目，港島４丁目

　又は港島中町４丁目

　に所在する公署に勤

　務する港湾局職員

午後０時３０分から

午後１時３０分まで

月曜日から金曜日までの午前９

時１５分から午後６時まで

⑵

午後１時１５分から

午後２時１５分まで

月曜日から金曜日までの午前１０

時から午後６時４５分まで

⑶

休憩時間勤務時間
勤務時間

の区分
対象職員

午後０時から午後

１時まで

月曜日から金曜日まで（条例第

２条第１項に規定する任期付短

時間勤務職員にあっては，これ

らの日のうちで週休日に該当す

る日を除く。以下この表におい

て同じ。）の午前８時４５分から

午後３時４５分まで

⑴１　２の項及び３の項

　に規定する職員以外

　の職員

月曜日から金曜日までの午前９

時３０分から午後４時３０分まで

⑵

月曜日から金曜日までの午前１０

時３０分から午後５時３０分まで

⑶



　　備考　勤務時間の区分があるものにあっては，そのうちから市長が指定する。

　別表第４（第２条関係）

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 １３８

午前１１時３０分から

午後０時３０分まで

月曜日から金曜日までの午前８

時１５分から午後３時１５分まで

⑴２　神戸市中央区神戸

　空港に所在する公署

　に勤務する都市局職

　員
午後０時４５分から

午後１時４５分まで

月曜日から金曜日までの午前９

時３０分から午後４時３０分まで

⑵

午後１時１５分から

午後２時１５分まで

月曜日から金曜日までの午前１０

時から午後５時まで

⑶

午前１１時１５分から

午後０時１５分まで

月曜日から金曜日までの午前８

時から午後３時まで

⑴３　神戸市中央区港島

　３丁目，港島４丁目

　又は港島中町４丁目

　に所在する公署に勤

　務する港湾局職員

午後０時３０分から

午後１時３０分まで

月曜日から金曜日までの午前９

時１５分から午後４時１５分まで

⑵

午後１時１５分から

午後２時１５分まで

月曜日から金曜日までの午前１０

時から午後５時まで

⑶

午後２時１５分から

午後３時１５分まで

月曜日から金曜日までの午前１１

時から午後６時まで

⑷

勤務時間
勤務時間

の区分
対象職員

月曜日から金曜日までの日における標準時間のうち４時間

ずつ
１全ての職員（第

２条第１項第４
号に掲げる者に
限る。） 月曜日から金曜日までの日における標準時間のうち４時間

４５分ずつ
２

週休日（次に掲げる日をいう。）以外の３日における標準

時間

　⑴　土曜日及び日曜日

　⑵　月曜日から金曜日までのうち２日

３

週休日（次に掲げる日をいう。）以外の３日のうち，２日
における標準時間及び１日における標準時間のうち４時間

　⑴　土曜日及び日曜日

　⑵　月曜日から金曜日までのうち２日

４

週休日（次のいずれかに掲げる日をいう。）以外の日の標

準時間のうちの時間であって，１週間当たり１９時間３０分，
２０時間，２３時間１５分又は２３時間４５分
　⑴　４週間ごとの期間につき８日以上の日

　⑵　４週間ごとの期間につき４日以上の日

５



１３９

　　備考

　　　１　この表に定める勤務時間の区分のうちから市長が指定する。

　　　２　この表において「標準時間」とは，別表第５に規定する職員の区分に応じた標準時

　　　　間をいう。

　別表第５（第２条関係）

　　備考　標準時間の区分があるものにあっては，そのうちから市長が指定する。

第２条　神戸市職員の勤務時間に関する規則の一部を次のように改正する。

　　別表第１　３の項を同表４の項とし，同表２の項を同表３の項とし，同表１の項中「２の

　項及び３の項」を「２の項，３の項及び４の項」に改め，同項の次に次のように加える。

　　別表第２　３の項を同表４の項とし，同表２の項を同表３の項とし，同表１の項中「２の

　項及び３の項」を「２の項，３の項及び４の項」に改め，同項の次に次のように加える。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

休憩時間標準時間
標準時間

の区分
対象職員

午後０時から午後

１時まで

月曜日から金曜日までの午前８

時４５分から午後５時３０分まで

１　２の項及び３の項

　に規定する職員以外

　の職員

午前１１時３０分から

午後０時３０分まで

月曜日から金曜日までの午前８

時１５分から午後５時まで

⑴２　神戸市中央区神戸

　空港に所在する公署

　に勤務する都市局職

　員
午後０時３０分から

午後１時３０分まで

月曜日から金曜日までの午前９

時１５分から午後６時まで

⑵

午前１１時１５分から

午後０時１５分まで

月曜日から金曜日までの午前８

時から午後４時４５分まで

⑴３　神戸市中央区港島

　３丁目，港島４丁目

　又は港島中町４丁目

　に所在する公署に勤

　務する港湾局職員

午後０時３０分から

午後１時３０分まで

月曜日から金曜日までの午前９

時１５分から午後６時まで

⑵

午後１時１５分から

午後２時１５分まで

月曜日から金曜日までの午前１０

時から午後６時４５分まで

⑶

午前１１時３０分から

午後０時３０分まで

月曜日から金曜日までの午前８

時１５分から午後５時まで

２　神戸市中央区港島

　中町８丁目に所在す

　る公署に勤務する建

　設局職員

午前１１時３０分から

午後０時３０分まで

月曜日から金曜日までの午前８

時１５分から午後５時まで

２　神戸市中央区港島

　中町８丁目に所在す

　る公署に勤務する建

　設局職員



　　別表第３　３の項を同表４の項とし，同表２の項を同表３の項とし，同表１の項中「２の

　項及び３の項」を「２の項，３の項及び４の項」に改め，同項の次に次のように加える。

　　別表第５　３の項を同表４の項とし，同表２の項を同表３の項とし，同表１の項中「２の

　項及び３の項」を「２の項，３の項及び４の項」に改め，同項の次に次のように加える。

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。ただし，第２条の規定は，令和２年７月１日

から施行する。

　

―――――――――――――――――

　旅費条例施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第７２号

　　　旅費条例施行細則の一部を改正する規則

　旅費条例施行細則（昭和２７年７月規則第７６号）の一部を次のように改正する。

　第７条第１号中「第３条第５項」を「第３条第６項」に改め，同条第２号中「第３条第６

項」を「第３条第７項」に改め，同条を第８条とする。

　第６条を第７条とし，第５条を第６条とする。

　第４条中「様式第１号」の次に「（電子情報処理組織（所属長の使用に係る電子計算機と承

認を受ける者又は届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報

処理組織をいう。以下この条において同じ。）により作成し，当該様式に記載すべき事項を記

録した電磁的記録を含む。）」を加え，「様式第２号」の次に「（電子情報処理組織により作

成し，当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）」を加え，同条ただし書を

次のように改める。

　　ただし，在勤地内旅行の場合，準在勤地内旅行の場合その他当該様式を使用することが困

　難である場合の旅行命令書等については，別に定めるところによるものとする。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 １４０

午前１１時３０分から

午後０時３０分まで

月曜日から金曜日までの午前８

時１５分から午後５時まで

⑴２　神戸市中央区港島

　中町８丁目に所在す

　る公署に勤務する建

　設局職員
午後０時４５分から

午後１時４５分まで

月曜日から金曜日までの午前９

時３０分から午後４時３０分まで

⑵

午後１時１５分から

午後２時１５分まで

月曜日から金曜日までの午前１０

時から午後５時まで

⑶

午前１１時３０分から

午後０時３０分まで

月曜日から金曜日までの午前８

時１５分から午後５時まで

２　神戸市中央区港島

　中町８丁目に所在す

　る公署に勤務する建

　設局職員
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―――――――――――――――――

　神戸市職員定数条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第７３号

　　　神戸市職員定数条例施行規則を廃止する規則

　神戸市職員定数条例施行規則（昭和４３年４月規則第３号）は，廃止する。

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市非常勤職員の公務災害補償等に関する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３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第７４号

　　　神戸市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

　神戸市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和４３年８月規則第４６号）の一

部を次のように改正する。

　第３条中「（昭和２５年法律第２６１号）」を削る。

　様式第２号及び様式第２号の２中「２年間」を「これを行使することができる時から２年

間」に，「行わない」を「行使しない」に改める。

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第７５号

　　　神戸市契約規則の一部を改正する規則

　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）の一部を次のように改正する。

　第４４条及び第４５条を次のように改める。

第４４条及び第４５条　削除

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

　

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 １４２



１４３

―――――――――――――――――

　神戸市立区民センター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３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第７６号

　　　神戸市立区民センター条例施行規則の一部を改正する規則

　神戸市立区民センター条例施行規則（昭和５６年８月規則第４４号）の一部を次のように改正す

る。

　題名を次のように改める。

　　　神戸市立文化センター条例施行規則

　第１条中「神戸市立区民センター」を「神戸市立文化センター」に改める。

　第２条の表を次のように改める。

　第３条第２号中「神戸市立区民センター」を「神戸市立文化センター」に改める。

　第５条第３項中「前２項」を「前３項」に改め，同項を同条第４項とし，同条第２項中「前

項」を「第１項」に改め，同項を同条第３項とし，同条第１項の次に次の１項を加える。

２　前項の規定にかかわらず，プールの使用時間は，午前１０時から午後８時までとする。

　第６条第１項各号列記以外の部分中「（灘区民ホールにあっては，第２号に掲げる日を除

く。）」を削り，同項第２号を次のように改める。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

施設センター

図書コーナー　青少年コーナー　ロビーその他の便益施設東灘区文化センター

老人談話室　ロビーその他の便益施設灘区文化センター

ロビーその他の便益施設灘区民ホール

ロビーその他の便益施設葺合文化センター

青少年コーナー　ロビーその他の便益施設生田文化会館

青少年ホール　ロビーその他の便益施設兵庫区文化センター

談話室　ロビーその他の便益施設北区文化センター

青少年コーナー　ロビーその他の便益施設北神区文化センター

老人談話室　青少年ホール　ロビーその他の便益施設本館長田区文化センター

ロビーその他の便益施設別館

談話室　青少年コーナー　ロビーその他の便益施設須磨区文化センター

ロビーその他の便益施設北須磨文化センター

ギャラリー　青少年コーナー　ロビーその他の便益施設垂水区文化センター

区民ギャラリー　青少年コーナー　ロビーその他の便益施設西区文化センター



　⑵　第３月曜日（灘区文化センター，兵庫区文化センター，長田区文化センター及び垂水区

　　文化センターにあっては第３木曜日，北神区文化センターにあっては第４月曜日，北須磨

　　文化センターにあっては第１月曜日，第３月曜日及び第５月曜日）

　附則第２項中「第５条第３項」を「第５条第４項」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

　（勤労市民センター条例施行規則の廃止）

２　神戸市立勤労市民センター条例施行規則（昭和４８年４月規則第２８号）は，廃止する。

―――――――――――――――――

　神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第７７号

　　　神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する規則の一部を改正する規則

　神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する規則（平成５年３月規則第１１３号）

の一部を次のように改正する。

　第２６条第２項を次のように改める。

２　条例第２９条の規定による届出は，様式第１６号による事業系一般廃棄物に係る廃棄物管理責

　任者選任（変更）届又は様式第１６号に記載すべき事項を市長が指定する方法により記載した

　ものを市長に提出することにより行うものとする。

　第２６条中第３項を第４項とし，第２項の次に次の１項を加える。

３　前項の提出は，様式第１６号による場合にあってはその郵送により，様式第１６号に記載すべ

　き事項を市長が指定する方法により記載したものによる場合にあっては市長が指定する方法

　により行わなければならない。

　第２７条第３項を次のように改める。

３　条例第３０条第１項の規定による提出は，様式第１７号による事業系一般廃棄物に係る減量等

　計画書又は様式第１７号に記載すべき事項を市長が指定する方法により記載したものを当該年

　度の５月３１日までに市長に提出することにより行うものとする。

　第２７条に次の１項を加える。

４　前項の提出は，様式第１７号による場合にあってはその郵送により，様式第１７号に記載すべ

　き事項を市長が指定する方法により記載したものによる場合にあっては市長が指定する方法

　により行わなければならない。

　様式第１６号を次のように改める。
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　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市農業共済条例施行規則及び神戸市農業共済の危険段階別共済掛金率を定める規則を廃

止する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第７８号

　　　神戸市農業共済条例施行規則及び神戸市農業共済の危険段階別共済掛金率を定める規則

　　　を廃止する規則

　次に掲げる規則は，廃止する。

　⑴　神戸市農業共済条例施行規則（昭和４３年３月規則第７３号）

　⑵　神戸市農業共済の危険段階別共済掛金率を定める規則（平成３０年１０月規則第１６号）

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市下水道条例施行規則及び神戸市農業集落排水処理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３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第７９号

　　　神戸市下水道条例施行規則及び神戸市農業集落排水処理施設条例施行規則の一部を改正

　　　する規則

　（下水道条例施行規則の一部改正）

第１条　神戸市下水道条例施行規則（昭和５０年１１月規則第７０号）の一部を次のように改正する。

　　第２０条第１項中第２号を削り，第３号を第２号とし，第４号を第３号とし，第５号を第４

　号とする。

　　様式第１２号を次のように改める。
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　（農業集落排水処理施設条例施行規則の一部改正）

第２条　神戸市農業集落排水処理施設条例施行規則（平成元年１月規則第３９号）の一部を次の

　ように改正する。

　　第５条中第２号を削り，同条第３号中「指定管理者」を「条例第２０条第１項に規定する指

　定管理者（以下単に「指定管理者」という。）」に改め，同号を同条第２号とし，同条中第

　４号を第３号とし，第５号を第４号とする。

　　附則第２項中「第５条第１項第２号から第５号」を「第５条第２号から第４号」に，「同

　項第２号」を「同条第２号」に，「同項第３号から第５号まで」を「同条第３号及び第４ 

　号」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　第１条の規定による改正後の神戸市下水道条例施行規則第２０条第１項第２号から第４号ま

　での規定は，この規則の施行の日以後の分として徴収する使用料について適用し，同日前の

　分として徴収する使用料については，なお従前の例による。この場合において，令和２年３

　月及び４月の２月に係る使用料を徴収するときは，各月分の使用料（神戸市下水道条例（昭

　和５０年１０月条例第４０号）第１９条の規定に基づく減額前の使用料をいう。）の額は，等しいも

　のとみなす。

３　第２条の規定による改正後の神戸市農業集落排水処理施設条例施行規則第５条第２号から

　第４号までの規定は，この規則の施行の日以後の分として徴収する使用料について適用し，

　同日前の分として徴収する使用料については，なお従前の例による。この場合において，令

　和２年３月及び４月の２月に係る使用料を徴収するときは，各月分の使用料（神戸市農業集

　落排水処理施設条例（平成元年１月条例第２６号）第１９条の規定に基づく減額前の使用料をい

　う。）の額は，等しいものとみなす。　

―――――――――――――――――

　神戸市営住宅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３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第８０号

　　　神戸市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則

　神戸市営住宅条例施行規則（昭和３５年４月規則第９号）の一部を次のように改正する。

　第１８条第１項第１号中「連帯保証人の連署する」を削り，同項第３号を削り，同項第４号中

「前３号」を「前２号」に改め，同号を同項第３号とする。

　第２３条第１項第１号中「連帯保証人の連署する」を削る。

　別表第１第１号の表神戸市営サンシャイン六甲住宅の項及び神戸市営ボシュケ鷹取住宅の項

を削る。

　別表第２中「，神戸市営サンシャイン六甲住宅」及び「，神戸市営ボシュケ鷹取住宅」を削
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る。　

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第８１号

　　　神戸市建築基準法施行細則の一部を改正する規則

　神戸市建築基準法施行細則（昭和３７年４月規則第２５号）の一部を次のように改正する。

　第８条中「令第１１２条第２０項」を「令第１１２条第２１項」に改める。

　第１１条第１項第１１号中「第４第１号イ⑴から⑽まで」を「第４第１号イ⑴から⑼まで」に，

「同号イ⑽」を「同号イ⑼」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，令和２年４月１日から施行する。ただし，附則第２項の規定は，公布の日か

　ら施行する。

　（建築基準法施行細則の一部を改正する規則の一部を改正する規則）　

２　神戸市建築基準法施行細則の一部を改正する規則（令和元年６月規則第９号）の一部を次

　のように改正する。

　　第７条第２項の改正規定中「令第１６条第１項第１号から第３号まで及び第５号」を「令第

　１６条第１項第１号から第３号まで」に，「ホテル又は旅館」を「ホテル若しくは旅館又は法

　別表第１響欄⑷項に掲げる用途」に改める。

　

―――――――――――――――――

　神戸市消防本部組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第８２号　

　　　神戸市消防本部組織規則の一部を改正する規則

　神戸市消防本部組織規則（昭和３８年１２月規則第６８号）の一部を次のように改正する。

　第２条の表警防部の項中「救急係　救急指導係　高度救命推進係」を「救急係　救急企画係

　救急研修係」に改める。

　第７条第２項第３号中「神戸市火災予防条例」の次に「（昭和３７年４月条例第６号）」を加

える。

　第８条第２項第２号中「市民参画推進局」を「経済観光局」に改める。

　第１２条を次のように改める。
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　（警防部救急課）

第１２条　警防部救急課救急係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　救急情報の収集及び救急統計に関すること。

　⑶　救急資機材の配置及び開発に関すること。

　⑷　感染防止対策及び健康管理に関すること。

　⑸　大規模事業所等の自主救急に関すること。

　⑹　患者等を搬送する業務を行う民間の事業者の認定及び指導に関すること。

　⑺　前各号に掲げるもののほか，救急業務に関すること。

２　警防部救急課救急企画係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　救急業務の基本計画に関すること。

　⑵　救急関係機関との連絡及び調整（救急救命士の再教育に係るものを除く。）に関するこ

　　と。

　⑶　救急業務の需要に係る対策に関すること。

　⑷　メディカルコントロール体制（医療機関等との連携により救急業務の質的向上を図る体

　　制をいう。）に関すること。

　⑸　救急救命士の処置範囲の拡大に伴う必要な教育の実施に関すること。

　⑹　救急救命士の資格の取得に関すること。

　⑺　前各号に掲げるもののほか，救急企画及びメディカルコントロール体制に関すること。

３　警防部救急課救急研修係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　救急隊員の教育及び訓練（救急救命士の処置範囲の拡大に伴う必要な教育を除く。）に

　　関すること。

　⑵　救急活動の事後の検証に関すること。

　⑶　救急救命士の再教育に関すること。

　⑷　水上消防署の救急業務等の実施に関すること。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，救急研修に関すること。

　第１４条第２項第３号中「（企画に係るものを除く。）」を削る。

　第２０条第４項中「又は課長に事故があるときは，所管の係長等」を「に事故があるときは，

所管の担当課長」に改め，同条に次の１項を加える。　

５　課長又は担当課長に事故があるときは，所管の係長又は担当係長がその事務を代行する。

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市会計規則等の一部を改正する等の規則をここに公布する。　　　　

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第８３号

　　　神戸市会計規則等の一部を改正する等の改正する規則
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　（会計規則の一部改正）

第１条　神戸市会計規則（昭和３９年３月規則第８１号）の一部を次のように改正する。

　第３条第３項中「教育委員会事務局総務部教職員課の課長」を「別表第１各号の表審査出

納員の欄に掲げる者」に，「会計管理者」を「所管会計管理者等」に，「同課が支出担当課

となる教育委員会の幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校及び特別支援学校の旅行命令に

係る支出負担行為に関する確認に係る事務」を「電子情報処理組織（所属長の使用に係る電

子計算機と承認を受ける者又は届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接

続した電子情報処理組織をいう。）を用いて計算のうえ作成された旅費条例（昭和２７年７月

条例第４５号）第４条第１項に規定する旅行命令等に係る支出負担行為に関する確認に係る事

務（教育委員会事務局総務部教職員課の課長にあつては，同課が支出事務を行う神戸市立の

幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校及び特別支援学校の旅行命令に係る支出負担行為に

関する確認に係る事務を含む。）」に改め，同条第４項中「教育委員会事務局総務部教職員

課の係長」を「別表第１に定める組織の係長，担当係長その他これに準ずる者」に改める。

　第４条及び第５条を次のように改める。

　（併任）

第４条　前条第１項の出納員，審査出納員，審査出納補助職員，区出納員，分任出納員及び

　区分任出納員が市長の事務部局の職員でないときは，当該職員は，当該職にある間市長の

　事務部局の職員に併任されたものとする。

第５条　削除

　第２３条中第５号を第６号とし，第１号から第４号までを１号ずつ繰り下げ，同条に第１号

として次の１号を加える。

　⑴　報酬

　第４３条中第１１号を削り，第１２号を第１１号とし，第１３号を第１２号とし，第１４号を第１３号とし，

第１５号を削り，第１６号を第１４号とし，第１７号から第３１号までを２号ずつ繰り上げる。

第４４条の２中「支出命令書等にその理由を付して」を「その理由を示して支出命令書等を」

に改める。

　第４８条中「上司」の次に「（当該直近の上司が副局長である場合は副局長）」を加える。

　第５１条第４号中「土地又は家屋の買収又は収用」を「土地若しくは家屋の買収若しくは収

用又は家屋の建て替え」に改める。

　第５２条中第３号を削り，第４号を第３号とする。

　第８３条の２中「第２４３条の２第１項」を「第２４３条の２の２第１項」に改める。

　別表第１を次のように改める。

別表第１（第２条，第３条，第１９条関係）

　⑴　会計管理者の所管に係るもの

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

審査出納員前渡金管

理者

支出担当

者

歳入徴収

者

組　　　織

課長又は担

当課長

課長課長又は

担当課長

課長又は

担当課長

神戸市事務分掌規則第２条第１項の表

に規定する課（行財政局業務改革課，

環境局施設課並びに建築住宅局建築課，
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設備課及び保全課を除く。）

室長又は担

当課長

室長室長又は

担当課長

室長又は

担当課長

神戸市事務分掌規則第２条第１項の表

に規定する課に相当する室

所長又は担

当課長

所長所長又は

担当課長

所長又は

担当課長

神戸市事務分掌規則第２条第１項の表

に規定する課に相当するラボ

担当課長総務担当

の担当課

長

担当課長担当課長危機管理室，企画調整局情報化戦略部

及び福祉局監査指導部

センター長センター

長

センター

長

センター

長

神戸市事務分掌規則第２条第１項の表

に規定する課に相当するセンター

課長又は担

当課長

総務担当

の担当課

長

課長又は

担当課長

課長又は

担当課長

行財政局業務改革課

事業管理課

長又は担当

課長

事業管理

課長

事業管理

課長又は

担当課長

事業管理

課長又は

担当課長

環境局施設課

課長又は担

当課長

技術管理

課長

技術管理

課長又は

担当課長

技術管理

課長又は

担当課長

建築住宅局建築課，設備課及び保全課

課長課長課長課長会計室

総務担当課

の課長又は

担当課長

総務担当

課の課長

総務担当

課の課長

又は担当

課長

総務担当

課の課長

又は担当

課長

第１類の事業所（行財政局職員研修所，

こども家庭局こども家庭センター並び

に建設局王子動物園及び建設事務所を

除く。）

副所長又は

担当課長

副所長副所長又

は担当課

長

副所長又

は担当課

長

行財政局職員研修所

副所長又は

担当課長

副所長副所長又

は担当課

長

副所長又

は担当課

長

こども家庭局こども家庭センター

副園長副園長副園長副園長建設局王子動物園

副所長又は

担当課長

副所長副所長又

は担当課

長

副所長又

は担当課

長

建設局建設事務所

事業所の長

（第３類の

事業所の

長

事業所の

長

事業所の

長

第２類の事業所（文化スポーツ局博物

館小磯記念美術館，健康局保健所精神



１５７ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

事業所にあ

っては，所

管課の課長

又は担当課

長）

保健福祉センター及び保健センター並

びにこども家庭局若葉学園を除く。）

及び第３類の事業所（文化スポーツ局

博物館小磯記念美術館神戸ゆかりの美

術館を除く。）

事務室長事務室長事務室長事務室長文化スポーツ局博物館小磯記念美術館

（神戸ゆかりの美術館を除く。）

所管課の課

長

所管課の

課長

事務長事務長文化スポーツ局博物館小磯記念美術館

神戸ゆかりの美術館

担当課長総務担当

の担当課

長

担当課長担当課長健康局保健所精神保健福祉センター

課長課長課長課長神戸市消防本部組織規則（昭和３８年１２

月規則第６８号）第２条に規定する課

隊長隊長隊長隊長消防局警防部航空機動隊

課長又は担

当課長

課長課長又は

担当課長

課長又は

担当課長

神戸市教育委員会事務局組織規則（昭

和３３年４月教育委員会規則第３号）第

１条に規定する課

室長室長室長室長神戸市教育委員会事務局組織規則第１

条に規定する室

館長館長館長館長教育委員会事務局総務部公民館

所管課の課

長

所管課の

課長

所長所長教育委員会事務局学校教育部児童生徒

課青少年育成センター

課長又は担

当課長

課長課長又は

担当課長

課長又は

担当課長

教育委員会事務局総合教育センター研

修育成課

教育委員会

事務局総務

部教職員課

長（同課が

支出事務を

行う幼稚園

に限る。）

園長園長，教

育委員会

事務局学

校支援部

学校経営

支援課長

若しくは

担当課長

（幼稚園

の運営費

に係る事

務を掌理

教育委員

会事務局

学校支援

部学校経

営支援課

長若しく

は担当課

長（幼稚

園の運営

費に係る

事務を掌

理する者

神戸市立の幼稚園



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 １５８

する者に

限る。），

学校教育

部学校教

育課長，

教科指導

課長若し

くは児童

生徒課長

又は総合

教育セン

ター研修

育成課長

に限

る。），

学校教育

部学校教

育課長，

教科指導

課長若し

くは児童

生徒課長

又は総合

教育セン

ター研修

育成課長

教育委員会

事務局総務

部教職員課

長（同課が

支出事務を

行う学校に

限る。）

学校長学校長学校長神戸市立の小学校，中学校及び特別支

援学校

教育委員会

事務局総務

部教職員課

長（同課が

支出事務を

行う学校に

限る。）

学校長又

は副校長

学校長又

は副校長

学校長又

は副校長

神戸市立の義務教育学校

事務室長又

は担当課長

事務室長事務室長

又は担当

課長

事務室長

又は担当

課長

神戸市立工業高等専門学校

総務担当の

担当課長

総務担当

の担当課

長

総務担当

の担当課

長

総務担当

の担当課

長

市選挙管理委員会事務局

総務担当課

の課長

総務担当

課の課長

総務担当

課の課長

総務担当

課の課長

人事委員会事務局及び監査事務局

事務局長又

は担当課長

事務局長事務局長

又は担当

課長

事務局長

又は担当

課長

農業委員会事務局



１５９

　⑵　区会計管理者の所管に係るもの

　⑶　北神特別出納員の所管に係るもの

　⑷　支所特別出納員の所管に係るもの

　

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

課長課長課長課長神戸市会事務局処務規程（昭和３８年４

月市会規程第１号）第２条に規定する

課

審査出納員前渡金管

理者

支出担当

者

歳入徴収

者

組　　　織

センター長センター

長

センター

長

センター

長

健康局保健所保健センター

園長又は担

当課長

園長園長又は

担当課長

園長又は

担当課長

こども家庭局若葉学園

課長又は担

当課長

課長課長又は

担当課長

課長又は

担当課長

区役所（北神区役所，区役所支所及び

西神中央出張所を除く。）

課長又は担

当課長

課長課長又は

担当課長

課長又は

担当課長

福祉事務所（支所を除く。）

センター長センター

長

センター

長

センター

長

消防局市民防災総合センター

課長又は分

署長

課長又は

分署長

課長又は

分署長

課長又は

分署長

消防局消防署（水上消防署を除く。）

副署長副署長副署長副署長消防局水上消防署

学校長学校長学校長学校長神戸市立の高等学校（支所の所管区域

内のものを除く。）

審査出納員前渡金管

理者

支出担当

者

歳入徴収

者

組　　　織

課長又は担

当課長

課長課長又は

担当課長

課長又は

担当課長

北神区役所

審査出納員前渡金管

理者

支出担当

者

歳入徴収

者

組　　　織

課長又は担

当課長

課長又は

担当課長

課長又は

担当課長

課長又は

担当課長

支所

支所長又は

担当課長

支所長又

は担当課

長

支所長又

は担当課

長

支所長又

は担当課

長

須磨福祉事務所支所



⑸　西神中央出張所特別出納員の所管に係るもの

　別表第２第１号の表行財政局税務部市民税課の項中「区会計管理者の所管に係るものを除

く。」を「金銭登録機による収納は，出納員に限る。」に改め，同表行財政局税務部収税課

の項及び行財政局税務部収納管理課の項中「区会計管理者の所管に係るものを除く。」を削

り，同表行財政局税務部市民税課市税の窓口の項中

　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　」

　「

   　　 」

管理課の項を削り，同表北神区役所市民課の項中「市税収納（区会計管理者の所管に係るも

のを除く。）及び」を削り，同表須磨区役所北須磨支所市民課の項及び西区役所総務部西神

中央出張所の項中「（区会計管理者の所管に係るものを除く。）」を削り，同表教育委員会

幼稚園の項中「教育委員会幼稚園」を「神戸市立の幼稚園」に，同表教育委員会小学校，中

学校，義務教育学校及び特別支援学校の項中「教育員会小学校」を「神戸市立の小学校」に，

同表教育委員会工業高等専門学校の項中「教育委員会工業高等専門学校」を「神戸市立工業

高等専門学校」に改める。

　別表第２第２号の表中行財政局税務部市民税課の項から行財政局税務部市民税課市税の窓

口の項までを削り，同表北神区役所市民課の項，須磨区役所北須磨支所市民課の項及び西区

役所総務部西神中央出張所の項を削り，同表教育委員会高等学校（支所の所管区域内のもの

を除く。）の項中「教育委員会高等学校」を「神戸市立の高等学校」に改める。

別表第２第４号の表教育委員会高等学校（北須磨支所の所管区域内のものに限る。）の項中

「教育委員会高等学校」を「神戸市立の高等学校」に改める。

　　第１５号の２様式を次のように改める。　

 

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 １６０

学校長学校長学校長学校長神戸市立の高等学校（支所の所管区域

内のものに限る。）

審査出納員前渡金管

理者

支出担当

者

歳入徴収

者

組　　　織

所長所長所長所長西神中央出張所

　　を担当係長及び事務担当者

　　に改め，同表建築住宅局住宅
金銭登録機による収納は，

出納員に限る。

担当課長，係長，担当係

長及び事務担当者
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　（物品会計規則の一部改正）

第２条　神戸市物品会計規則（昭和３９年３月規則第８２号）の一部を次のように改正する。

　別表第１第１号の表教育委員会幼稚園の項中「教育委員会幼稚園」を「神戸市立の幼稚

園」に，同表教育委員会小学校，中学校及び特別支援学校の項中「教育員会小学校」を「神

戸市立の小学校」に，同表教育委員会義務教育学校の項中「教育委員会義務教育学校」を

「神戸市立の義務教育学校」に，同表教育委員会工業高等専門学校の項中「教育委員会工業

高等専門学校」を「神戸市立工業高等専門学校」に改める。

　別表第１第２号の表教育委員会高等学校の項中「教育委員会高等学校」を「神戸市立の高

等学校」に改める。

　（地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の会計規則の一部改正）

第３条　地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の会計規則（昭和３９年１０月規則第５４号）

　の一部を次のように改正する。

　　第３条第１項に次の１号を加える。

　　⑹　審査出納員

　　第３条に次の１項を加える。

　８　審査出納員は，別表第２に定める者をもつて充て，経理担当課長の命を受けて，電子情

　　報処理組織（所属長の使用に係る電子計算機と承認を受ける者又は届出を行う者の使用に

　　係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を用いて計算の

　　うえ作成された旅費条例（昭和２７年７月条例第４５号）第４条第１項に規定する旅行命令等

　　に係る支出負担行為に関する確認に係る事務をつかさどる。

　　第１６条中「経理担当課長」を「経理担当課長及び審査出納員」に改める。

　　第１１９条中第５号を第６号とし，第１号から第４号までを１号ずつ繰り下げ，同条に第１

　号として次の１号を加える。

　　⑴　報酬

　　第１２４条各号列記以外の部分中「第２４３条の２第１項」を「第２４３条の２の２第１項」に改

　め，同条第３号中「第１１７条第２項」を「第２２３条第２項」に改め，同条第４号中「第３条第

　８項」を「第３条第１０項」に，「第１１７条第２項」を「第２２３条第２項」に改め，同条第５号

　中「第１１７条」を「第２２３条」に改める。

　　別表第２を次のように改める。

　別表第２（第３条，第６６条関係）

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 １６２

審査出納員
物品出納員及

び物品管理員
物品管理者設置箇所

課長係長課長建設局総務課

課長係長課長建設局下水道部経営管理課

課長又は担当課長係長課長建設局下水道部計画課

課長又は担当課長係長課長建設局下水道部管路課管路係

課長又は担当課長係長課長建設局下水道部施設課

課長係長課長建設局東水環境センター管理課



１６３

　　（注）この表において，「係長」とは事務担当係の係長をいい，「担当係長」とは事務担

　　　当の担当係長をいう。

　（区会計管理者及び出納員等委任規則の廃止）

第４条　区会計管理者及び出納員等委任規則（昭和３９年３月規則第８６号）は，廃止する。

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

課長係長課長建設局東水環境センター施設課

課長係長課長建設局中央水環境センター管理課

課長係長課長建設局中央水環境センター施設課

課長係長課長建設局西水環境センター管理課

課長係長課長建設局西水環境センター西神施設課

課長係長課長都市局総務課

課長係長課長都市局新都市事業部事業管理課

課長又は担当課長係長課長都市局新都市事業部企業誘致課

課長又は担当課長
係長課長

都市局新都市事業部内陸・臨海計画

課

課長又は担当課長係長課長都市局新都市事業部工務課

所長係長所長都市局新都市事業部臨海整備事務所

所長係長所長都市局新都市事業部西神整備事務所

課長又は担当課長係長課長港湾局経営企画課

課長担当係長課長港湾局ウォーターフロント計画課

課長又は担当課長係長課長港湾局空港調整課

課長係長課長港湾局振興課

課長係長課長港湾局客船誘致課

課長係長課長港湾局経営課

課長係長課長港湾局海務課

所長係長所長港湾局神戸港管理事務所

課長又は担当課長係長課長港湾局港湾計画課

課長係長課長港湾局物流戦略課

課長又は担当課長係長課長港湾局工務課

課長又は担当課長担当係長課長港湾局海岸防災課



　神戸市職員退職手当金条例の特例に関する条例施行規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第８４号

　　　神戸市職員退職手当金条例の特例に関する条例施行規則

　（趣旨）

第１条　この規則は，神戸市職員退職手当金条例の特例に関する条例（令和２年３月条例第４７

　号。以下「特例条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　（特例条例第２条第１号に規定する規則で定める者）

第２条　特例条例第２条第１号に規定する規則で定める者は，次の各号のいずれかに該当する

　者とする。

　⑴　神戸市事務分掌規則（平成３１年３月規則第６６号）第１３８条に規定する東灘区役所，灘区

　　役所，兵庫区役所，北区役所，長田区役所又は須磨区役所総務部総務課に勤務する者であ

　　って，神戸市職員職名規則（昭和２４年９月規則第２２２号）第４条第２項の規定に基づく職

　　種名が，電話交換手であるもの

　⑵　神戸市事務分掌規則別表第１に規定する和光園又はさざんか療護園に勤務する者であっ

　　て，神戸市職員職名規則第４条第２項の規定に基づく職種名が，介護業務員であるもの

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

　　

―――――――――――――――――

　神戸市事務分掌規則及び神戸市における暴力団の排除の推進に関する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３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第８５号

　　　神戸市事務分掌規則及び神戸市における暴力団の排除の推進に関する条例施行規則の一

　　　部を改正する規則

　（事務分掌規則の一部改正）

第１条　神戸市事務分掌規則（平成３１年３月規則第６６号）の一部を次のように改正する。

　　第３７条第１９号中「ふたば学舎（神戸市立地域人材支援センター）」を「神戸市立ふたば学

　舎」に改める。

　（暴力団の排除の推進に関する条例施行規則の一部改正）

第２条　神戸市における暴力団の排除の推進に関する条例施行規則（平成２８年６月規則第９ 

　号）の一部を次のように改正する。

　　第２条第６号中「神戸市立区民センター」を「神戸市立文化センター」に改め，同条中第

　７号を削り，第８号を第７号とし，第９号を第８号とし，第１０号を第９号とし，同条第１１号

　中「神戸市立地域人材支援センター」を「神戸市立ふたば学舎」に改め，同号を同条第１０号

　とし，同条第１２号から第１６号までを１号ずつ繰り上げ，同条第１７号を削り，同条第１８号から

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 １６４



１６５

　第２４号までを２号ずつ繰り上げ，同条第２５号を削り，同条第２６号から第４３号までを３号ずつ

　繰り上げ，同条第４０号の次に次の１号を加える。

　癌　神戸海洋博物館条例（令和元年９月条例第２４号）第１条に規定する神戸海洋博物館

　　第２条第４４号を同条第４２号とする。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，令和２年４月１日から施行する。ただし，第１条の規定及び第２条中同条第

　１１号中「神戸市立地域人材支援センター」を「神戸市立ふたば学舎」に改める改正規定は，

　公布の日から施行する。

　（海洋博物館条例施行規則の一部改正）

２　神戸海洋博物館条例施行規則（令和元年１２月規則第５３号）を次のように改正する。

　　附則第４項を削る。

　

―――――――――――――――――

　労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第８６号

　　　労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則

　労務職員の給与等に関する規則（昭和３１年７月規則第４０号）の一部を次のように改正する。

　第３条第２項中「すべての」を削り，同条に次の１項を加える。

３　任命権者は，他の職員との均衡上必要と認められる労務職員については，前２項の規定に

　かかわらず，別に定める給料月額により給料を支給することができる。

　別表第１及び別表第２を次のように改める。

別表第１（第２条関係）

 

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

標準的な職務の内容職務の級

軽易な技能的業務を行う職務又は助手等の職務１級

技能的業務を行う職務２級

相当の知識又は経験を必要とする技能的業務を行う職務３級

高度の知識，長期にわたる経験及び能力の実証を必要とし，困難な技能的業

務を行う職務

４級

職員の技能的業務について，作業監督及び労務指導の総括的な業務を行い，

その所掌する職務の内容，責任等が係の長と類似すると認められる作業長，

総括班長及び守衛長の職務

５級
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１７５

  訓  令  甲  

訓令甲第１０号

庁 中 一 般 　

区　役　所　

事　業　所　

　神戸市国勢調査実施本部設置規程を次のように定める。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

　　　神戸市国勢調査実施本部設置規程

　（設置）

第１条　令和２年国勢調査（以下「調査」という。）の重要性に鑑み調査を円滑かつ効率的に

　実施することによって調査の万全を期するため，及び調査を取り巻く環境が非常に厳しい状

　況に鑑み市民の調査に対する認識及び理解を深めるため，国勢調査実施本部（以下「実施本

　部」という。）を置く。

２　区における調査の事務を処理するため，区国勢調査実施本部（以下「区本部」という。）

　を置く。

　（分掌事務等）

第２条　実施本部に次の部及び班を設け，その分掌事務は次のとおりとする。

　　企画総務部

　　　総務班

　⑴　調査の実施計画に関すること。

　⑵　実施本部の庶務及び調査の事務の連絡調整に関すること。

　⑶　調査の関係者の指導連絡に関すること。

　⑷　調査の結果の公表等に関すること。

　⑸　他の部の事務に属しないこと。

　　広報部

　　　広報班

　　調査の普及及び宣伝その他広報に関すること。

２　区本部に次の班を設け，その分掌事務は次のとおりとする。

　　　調査班

　⑴　区本部の調査の実施計画に関すること。

　⑵　区本部の庶務及び調査の事務の連絡調整に関すること。

　⑶　区本部の指導員，調査員等の指導連絡に関すること。

　⑷　区本部の調査の関係書類の収集及び審査に関すること。

　⑸　区本部の調査の普及及び宣伝に関すること。

　⑹　住居不定者等の調査の実施に関すること。

３　前２項の各班は，別表第１に掲げる所属により構成する。

　（職員）

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



第３条　実施本部に本部長，部長，副部長，班長，副班長及び班員を置く。

２　区本部に区本部長，区副本部長，区本部付，班長，副班長及び班員を置く。

第４条　本部長は副市長，区本部長は区長及び担当区長，区副本部長は区総務部長をもって充

　てる。

２　部長，副部長，区本部付，班長及び副班長は，別表第２に掲げる職にある者をもって充て

　る。

３　班員は，別表第１に掲げる所属に属する者をもって充てる。

　（職務）

第５条　本部長は，調査の執行を統轄する。

２　部長は，部の事務をつかさどる。

３　副部長は，部長を補佐する。

４　区本部長は，区本部の事務を統轄する。

５　区副本部長は，区本部長を補佐する。

６　区本部付は，区本部の事務に参画する。

７　班長は，班の事務をつかさどる。

８　副班長は，所属の事務を主任する。

９　班員は，所属の事務に従事する。

　（施行細目の委任）

第６条　この訓令の施行に関し必要な事項は，部長及び区本部長が定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この訓令は，令和２年４月１日から施行する。

　（この訓令の失効）

２　この訓令は，令和３年３月３１日限り，その効力を失う。

別表第１（第２条，第４条関係）

別表第２（第４条関係）

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 １７６

所　　　　　　属班

企画調整局企画課企画総務部総務班

市長室広報戦略部広報課広報部広報班

区役所総務部総務課区本部調査班

職職　員

企画調整局長企画総務部長

企画調整局副局長企画総務部副部長

市長室長広報部長

市長室広報戦略部長広報部副部長

区役所各課長（総務課長を除く。）区本部付

企画調整局統計解析担当課長，市長室広報戦略部広報課長，

区役所総務部総務課長及び西神中央出張所長
班長



１７７

―――――――――――――――――

訓令甲第１１号

庁 中 一 般 　

区　役　所　

事　業　所　

　電子計算機処理に係るデータ保護管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

　　　電子計算機処理に係るデータ保護管理規程の一部を改正する訓令

　電子計算機処理に係るデータ保護管理規程（平成１７年５月訓令甲第３号）の一部を次のよう

に改正する。

　第２条第６号中「第３条第４号」を「第３条第５号」に改める。

　第１８条第１項中「及び次条」を削り，同条第３項中「とともに，当該書面の写しを情報政策

担当課長へ送付する」を削る。

　第１９条第１項中「データを」を「データ（前条第１項に規定するデータであって，かつ，第

６条第３項に規定する保護データであるものに限る。以下この条において同じ。）を」に改め，

同条第４項中「第１項の規定による協議を経て」を削る。

　第２０条第１項中「条例第９条第１項ただし書の規定により，特定除外個人情報のデータを利

用し，又は提供しようとするときは，」を「条例第９条第１項第４号の規定により，特定除外

個人情報のデータを利用し，又は提供しようとするために，神戸市個人情報保護審議会の意見

を聴こうとするときは，あらかじめ」に改め，同条第２項を次のように改める。

２　情報政策担当課長は，前項の規定による協議の結果を書面により業務所管課の長に通知す

　るものとする。

　　　附　則

　この訓令は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

訓令甲第１２号

庁 中 一 般 　

区　役　所　

事　業　所　

　職員の服務の宣誓に関する条例施行規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

企画調整局企画課統計解析担当係長，市長室広報戦略部広報

企画担当係長，区役所総務部総務課調査係長及び西神中央出

張所副所長

副班長



　　　職員の服務の宣誓に関する条例施行規程等の一部を改正する訓令

　（職員の服務の宣誓に関する条例施行規程の一部改正）

第１条　職員の服務の宣誓に関する条例施行規程（昭和２６年４月訓令甲第５号）の一部を次の

　ように改正する。

　　第２条中「臨時に雇用される者」を「会計年度任用職員（地方公務員法（昭和２５年法律第

　２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。）」に改める。

　　第４条中「臨時に雇用される職員」を「会計年度任用職員」に，「各部局及び区役所」を

　「局，区役所，部，室又は課」に改める。

　（事務引継規程の一部改正）

第２条　事務引継規程（昭和２６年５月訓令甲第７号）の一部を次のように改正する。

　　第１条中「臨時に雇用される者及び」を削る。

　（職員証発行規程の一部改正）

第３条　神戸市職員証発行規程（昭和３１年１１月訓令甲第１２号）の一部を次のように改正する。

　　第１条第２項中「神戸市職員の給与に関する条例」を「神戸市職員の給与等に関する条 

　例」に改め，同項に次のただし書を加える。

　　ただし，会計年度任用職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に

　規定する会計年度任用職員をいう。）を除く。

　（職員出勤簿等取扱等規程の一部改正）

第４条　神戸市職員出勤簿等取扱等規程（平成１８年３月訓令甲第１８号）の一部を次のように改

　正する。

　　第２条第１号中「臨時的に任用され，又は雇用される者及び」を削り，「及び再任用短時

　間勤務職員」を「，再任用短時間勤務職員」に改め，「昭和２５年法律第２６１号」の次に「。

　以下「法」という。」を加え，「第２８条の５第１項の規定により任用された職員をいう。）」

　の次に「及び会計年度任用職員（法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員をい 

　う。）」を加える。

　　第４条第３項中「第１項」を「第１項及び第２項」に改め，同項を同条第４項とし，同条

　第２項の次に次の１項を加える。

　　３　次項に定める場合を除くほか，前２項の規定による認識ができないと行財政局長が認

　　　めるときは，出勤簿等の認証は行財政局長が定める方法によるものとする。

　　第１１条中「出勤簿等管理者は」を「行財政局人事課長は，必要があると認めるときは，出

　勤簿等管理者に対し」に，「により毎月の職員の出勤状況を翌月５日までに行財政局人事課

　長に報告しなければならない」を「による職員の出勤状況の報告を求めることができる」に，

　「書面により，当該報告を行う」を「当該報告を求める」に改める。

　（職員の被服貸与規程の一部改正）

第５条　神戸市職員の被服貸与規程（平成３１年３月訓令甲第６号）の一部を次のように改正す

　る。

　　第２条中「神戸市職員の給与に関する条例」を「神戸市職員の給与等に関する条例」に改

　め，第２号を削り，同条第３号中「前各号」を「前号」に改め，同号を同項第２号とする。

　　　附　則

　この訓令は，令和２年４月１日から施行する。　
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１７９

―――――――――――――――――

　

訓令甲第１３号

庁 中 一 般 　

区　役　所　

事　業　所　

　特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定

める。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

　　　特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令

　特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程（平成４年１１月訓令甲第２号）の一部

を次のように改正する。

　第２条ただし書中「第２条第５号及び第３条」を「第２条第１項第４号」に，「規則第３

条」を「規則第２条」に改め，同条第３号を削る。

　別表第１企画調整局情報化戦略部の項の前に次のように加える。

　別表第１行財政局庁舎管理課の項を次のように改める。

　別表第１市民参画推進局住民課三宮証明サービスコーナーの項中「市民参画推進局住民課三

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

４週間を通

じ８日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

⑴一般事務企画調整局

企画課男女

共同参画セ

ンター

日曜日及び

土曜日

⑵

月曜日及び

４週間を通

じ４日

⑶

交替勤務日曜日及び

土曜日

１時間午前７時４５分から

午後４時３０分まで

⑴一般事務行財政局庁

舎課

午前８時３０分から

午後５時１５分まで

⑵

午前８時４５分から

午後５時３０分まで

⑶

交替勤務日曜日及び

土曜日

１時間午前７時４５分から

午後４時３０分まで

⑴総括班長及

び自動車運

転手 午前８時３０分から

午後５時１５分まで

⑵

午前８時４５分から

午後５時３０分まで

⑶



宮証明サービスコーナー」を「行財政局住民課三宮証明サービスコーナー」に改め，同項の次

に次のように加える。

　別表第１市民参画推進局男女活躍勤労課男女共同参画センターの項を削り，同表保健福祉局

生活福祉部保護課更生センター及び更生援護相談所の項中「保健福祉局生活福祉部保護課更生

センター」を「福祉局保護課更生センター」に改め，同項の次に次のように加える。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 １８０

交替勤務月曜日及び

８週間を通

じ８日

１時間午前９時３０分から

午後６時１５分まで

⑴一般事務及

び学芸員

文化スポー

ツ局博物館

（小磯記念

美術館を除

く。）

午前１１時３０分から

午後８時１５分まで

⑵

午後０時３０分から

午後９時１５分まで

⑶

交替勤務月曜日及び

８週間を通

じ８日

１時間午前９時から午後

５時４５分まで

教員

月曜日及び

４週間を通

じ４日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

一般事務及

び学芸員

文化スポー

ツ局博物館

小磯記念美

術館

交替勤務月曜日及び

４週間を通

じ４日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

⑴司書，司書

補及び学芸

員

文化スポー

ツ局中央図

書館 午前９時３０分から

午後６時１５分まで

⑵

午前１１時３０分から

午後８時１５分まで

⑶

交替勤務８週間を通

じ１６日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

⑴介護業務員福祉局和光

園

午前９時４５分から

午後６時３０分まで

⑵

２時間午後４時から翌日

午前９時３０分まで

⑶

交替勤務４週間を通

じ８日

１時間午前６時から午後

２時４５分まで

⑴調理士

午前９時４５分から

午後６時３０分まで

⑵

日曜日並び

に１２週間を

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

平日園長，副園

長，一般事

福祉局さざ

んか療護園



１８１

　別表第１保健福祉局保健所食品衛生検査所の項中「保健福祉局保健所食品衛生検査所」を

「健康局保健所食品衛生検査所」に改め，同表保健福祉局保健所食肉衛生検査所の項中「保健

福祉局保健所食肉衛生検査所」を「健康局保健所食肉衛生検査所」に改め，同項の次に次のよ

うに加える。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

通じ土曜日

１０日及び平

日１日

午前８時４５分から

午後０時４５分まで

土曜日

⑴

務，運動療

法指導員及

び管理栄養

士
午前８時４５分から

午後０時３０分まで

土曜日

⑵

交替勤務４週間を通

じ８日

１時間午前７時３０分から

午後４時１５分まで

⑴看護師

午前８時４５分から

午後５時３０分まで

⑵

午前９時３０分から

午後６時１５分まで

⑶

交替勤務４週間を通

じ８日

１時間午前５時３０分から

午後２時１５分まで

⑴調理士

午前９時４５分から

午後６時３０分まで

⑵

交替勤務８週間を通

じ１６日

１時間午前７時３０分から

午後４時１５分まで

⑴介護業務員

午前８時４５分から

午後５時３０分まで

⑵

午前１０時から午後

６時４５分まで

⑶

２時間午後４時から翌日

午前９時３０分まで

⑷

４週間を通

じ８日

１時間午前８時１５分から

午後５時まで

一般事務健康局斎園

管理課斎場

管理センタ

ー
４週間を通

じ８日

４５分午前８時１５分から

午後４時４５分まで

衛生業務手

４週間を通

じ８日

１時間午前６時３０分から

午後９時までのう

ち断続的な勤務

児童自立支

援専門員

こども家庭

局若葉学園

４週間を通

じ８日

１時間午前７時４５分から

午後７時３０分まで

のうち断続的な勤

務

児童生活支

援員



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 １８２

４週間を通

じ８日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

調理士

⑼及び土

曜日⑼に

ついては，

延長保育

を実施し

ている保

育所にお

いて指定

する。

日曜日及び

４週間を通

じ土曜日３

日

４５分午前８時から午後

４時１０分まで

⑴保育士こども家庭

局幼保振興

課保育所
午前８時３０分から

午後４時４０分まで

⑵

午前９時から午後

５時１０分まで

⑶

午前９時３０分から

午後５時４０分まで

⑷

午前９時５０分から

午後６時まで

⑸

午前９時２５分から

午後５時３５分まで

⑹

午前９時５５分から

午後６時５分まで

⑺

午前１０時２５分から

午後６時３５分まで

⑻

午前１０時５５分から

午後７時５分まで

⑼

午前８時から午後

３時２５分まで

土曜日

⑴

午前８時３０分から

午後３時５５分まで

土曜日

⑵

午前９時から午後

４時２５分まで

土曜日

⑶

午前９時３０分から

午後４時５５分まで

土曜日

⑷

午前１０時３５分から

午後６時まで

土曜日

⑸

午前１０時１０分から

午後５時３５分まで

土曜日

⑹

午前１０時４０分から

午後６時５分まで

土曜日

⑺

午前１１時１０分から

午後６時３５分まで

土曜日

⑻

午前１１時４０分から

午後７時５分まで

土曜日

⑼



１８３

　別表第１保健福祉局健康部斎園管理課斎場管理センター，保健福祉局高齢福祉部和光園，保

健福祉局障害福祉部さざんか療護園，こども家庭局こども育成部若葉学園及びこども家庭局子

育て支援部振興課保育所の項を削り，同表環境局事業部施設課妙賀山クリーンセンターの項中

「環境局事業部施設課妙賀山クリーンセンター」を「環境局施設課妙賀山クリーンセンター」

に，「一般事務，行政技術，機械操作手及び管理員」を「一般事務及び行政技術」に改め，同

表環境局事業部施設課苅藻島クリーンセンター及び落合クリーンセンターの項から環境局事業

部布施畑環境センターの項までを次のように改める。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

日曜日並び

に４週間を

通じ土曜日

２日及び平

日２日

１時間午前７時４５分から

午後４時３０分まで

⑴調理士

午前７時５０分から

午後４時３５分まで

⑵

午前８時５分から

午後４時５０分まで

⑶

日曜日及び

土曜日

１時間午前７時４５分から

午後４時３０分まで

⑴管理員

午前７時５０分から

午後４時３５分まで

⑵

午前８時５分から

午後４時５０分まで

⑶

日曜日及び

土曜日

１時間午前７時４５分から

午後４時３０分まで

⑴一般事務環境局施設

課苅藻島ク

リーンセン

ター及び落

合クリーン

センター

日曜日及び

土曜日

１時間午前８時３０分から

午後５時１５分まで

⑵

日曜日及び

土曜日

１時間午前８時３０分から

午後５時１５分まで

行政技術

日曜日及び

土曜日

１時間午前７時４５分から

午後４時３０分まで

作業長及び

機械操作手

日曜日及び

土曜日

１時間午前７時から午後

３時４５分まで

⑴一般事務環境局事業

所

午前８時から午後

４時４５分まで

⑵

日曜日及び

土曜日

１時間午前７時から午後

３時４５分まで

⑴作業長及び

環境技術手

午前８時から午後

４時４５分まで

⑵



　別表第１経済観光局中央卸売市場運営本部東部市場の項を削り，同表建設局王子動物園の項

から建設局西水環境センターの項までを次のように改める。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 １８４

日曜日及び

土曜日

１時間午前８時から午後

４時４５分まで

管理員

日曜日及び

土曜日

１時間午前８時から午後

４時45分まで

一般事務環境局自動

車管理事務

所 日曜日及び

土曜日

１時間午前８時から午後

４時45分まで

作業長及び

整備工

日曜日並び

に１箇月間

を通じ土曜

日２日又は

３日及び平

日１日

１時間午前８時30分から

午後５時15分まで

平日所長及び副

所長

環境局東ク

リーンセン

ター，港島

クリーンセ

ンター及び

西クリーン

センター

午前８時３０分から

午後０時２２分まで

土曜日

⑴

午前８時３０分から

午後０時２３分まで

土曜日

⑵

日曜日及び

土曜日

１時間午前８時３０分から

午後５時１５分まで

一般事務

６週間を通

じ１２日

１時間午前８時３０分から

午後５時１５分まで

行政技術

日曜日及び

土曜日

１時間午前８時３０分から

午後５時１５分まで

作業長

交替勤

務

５週間を通

じ８日

１時間午前８時３０分から

午後４時４５分まで

⑴機械操作手

午前８時３０分から

午後４時３０分まで

⑵

仮眠時間を

併せて２時

間３３分

午後４時から翌日

午前９時まで

⑶

日曜日及び

土曜日

１時間午前８時３０分から

午後５時１５分まで

⑷

日曜日及び

土曜日

１時間午前８時から午後

４時４５分まで

一般事務及

び行政技術

環境局布施

畑環境セン

ター 日曜日及び

土曜日

１時間午前８時から午後

４時４５分まで

作業長，環

境技術手及

び機械操作

手



１８５

　別表第２危機管理室の項を次のように改める。

　別表第２危機管理室の項の次に次のように加える。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

４週間を通

じ８日

１時間午前８時３０分から

午後５時１５分まで

⑴一般事務建設局王子

動物園

４週間を通

じ８日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

⑵

４週間を通

じ８日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

行政技術，

獣医師及び

衛生監視員

４週間を通

じ８日

１時間午前８時３０分から

午後５時１５分まで

総括班長及

び動物飼育

手

交替勤

務

５週間を通

じ１０日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

⑴一般事務建設局東水

環境センタ

ー及び中央

水環境セン

ター

２時間午後４時から翌日

午前９時３０分まで

⑵

４週間を通

じ８日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

行政技術

交替勤

務

５週間を通

じ１０日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

⑴総括班長及

び機械操作

手 ２時間午後４時から翌日

午前９時３０分まで

⑵

４週間を通

じ８日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

一般事務及

び行政技術

建設局西水

環境センタ

ー ４週間を通

じ８日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

総括班長及

び機械操作

手

日曜日及び

土曜日

１時間午前７時から午後

２時まで

⑴一般事務及

び消防

危機管理室

午前８時４５分から

午後３時４５分まで

⑵

月曜日及び

１週間を通

じ２日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

一般事務企画調整局

企画課男女

共同参画セ

ンター



　別表第２行財政局税務部市民税課市税の窓口の項の次に次のように加える。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 １８６

交替勤

務

９週間を通

じ１８日

１時間午前７時３０分から

午後２時３０分まで

平日⑴一般事務行財政局住

民課三宮証

明サービス

コーナー

午前８時３０分から

午後３時３０分まで

平日⑵

午前９時から午後

４時まで

平日⑶

午前１０時から午後

５時まで

平日⑷

午前１１時３０分から

午後６時３０分まで

平日⑸

正午から午後７時

まで

平日⑹

午後１時から午後

８時まで

平日⑺

午前１０時から午後

５時まで

日曜日及

び土曜日

月曜日及び

４週間を通

じ４日

１時間午前９時３０分から

午後４時３０分まで

一般事務及

び学芸員

文化スポー

ツ局博物館

小磯記念美

術館

交替勤

務

月曜日及び

４週間を通

じ４日

１時間午前８時４５分から

午後３時４５分まで

⑴司書，司書

補及び学芸

員

文化スポー

ツ局中央図

書館 午前１１時１５分から

午後６時１５分まで

⑵

午後１時１５分から

午後８時１５分まで

⑶

交替勤

務

８週間を通

じ２４日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

⑴行政技術福祉局和光

園

午前９時４５分から

午後６時３０分まで

⑵

８週間を通

じ１６日

午前８時４５分から

午後３時４５分まで

⑶

午前９時３０分から

午後４時３０分まで

⑷

午前１０時３０分から⑸



１８７ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

午後５時３０分まで

交替勤

務

８週間を通

じ２４日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

⑴介護業務員

午前９時４５分から

午後６時３０分まで

⑵

８週間を通

じ１６日

午前８時４５分から

午後３時４５分まで

⑶

午前９時３０分から

午後４時３０分まで

⑷

午前１０時３０分から

午後５時３０分まで

⑸

交替勤

務

４週間を通

じ１２日

１時間午前６時から午後

２時４５分まで

⑴調理士

午前９時４５分から

午後６時３０分まで

⑵

午前１０時４５分から

午後７時３０分まで

⑶

８週間を通

じ１６日

午前７時４５分から

午後２時４５分まで

⑷

午前１１時３０分から

午後６時３０分まで

⑸

交替勤

務

３週間を通

じ７日

仮眠時間

を併せて

６時間

午後５時から翌日

午前９時まで

⑴施設管理員

仮眠時間

を併せて

７時間

午後０時から翌日

午前９時まで

⑵

午前９時から翌日

午前９時まで

⑶

日曜日及び

土曜日

１時間午前９時から午後

４時まで

一般事務福祉局さざ

んか療護園

交替勤

務

８週間を通

じ２４日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

⑴介護業務員

午前１０時から午後

６時４５分まで

⑵

交替勤

務

４週間を通

じ８日

１時間午前５時３０分から

午後０時３０分まで

⑴調理士



　別表第２市民参画推進局住民課三宮証明サービスコーナー及び市民参画推進局男女活躍勤労

課男女共同参画センターの項を削り，同表保健福祉局健康部斎園管理課斎場管理センターの項

中「保健福祉局健康部斎園管理課斎場管理センター」を「健康局斎園管理課斎場管理センタ

ー」に改め，同表保健福祉局保健所食肉衛生検査所の項中「保健福祉局保健所食肉衛生検査

所」を「健康局保健所食肉衛生検査所」に改め，同項の次に次のように加える。

　別表第２保健福祉局高齢福祉部和光園の項，保健福祉局障害福祉部さざんか療護園の項及び

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 １８８

午前９時４５分から

午後４時４５分まで

⑵

交替勤

務

８週間を通

じ２４日

１時間午前７時３０分から

午後４時１５分まで

⑴看護師

午前８時４５分から

午後５時３０分まで

⑵

午前９時３０分から

午後６時１５分まで

⑶

日曜日及び

４週間を通

じ土曜日３

日

４５分午前８時から午後

２時３０分まで

平日⑴保育士こども家庭

局幼保振興

課保育所 午前８時３０分から

午後３時まで

平日⑵

午前９時から午後

３時３０分まで

平日⑶

午前９時３０分から

午後４時まで

平日⑷

午前８時から午後

１時４５分まで

土曜日⑴

午前８時３０分から

午後２時１５分まで

土曜日⑵

午前９時から午後

２時４５分まで

土曜日⑶

午前９時３０分から

午後３時１５分まで

土曜日⑷

日曜日及び

土曜日

１時間午前８時から午後

３時まで

⑴管理員及び

調理士

午前８時１５分から

午後３時１５分まで

⑵

午前８時３０分から

午後３時３０分まで

⑶



１８９

こども家庭局子育て支援部振興課保育所の項を削り，同表環境局事業部施設課の項中「環境局

事業部施設課」を「環境局施設課」に改め，同表環境局事業部施設課妙賀山クリーンセンター

の項中「環境局事業部施設課妙賀山クリーンセンター」を「環境局施設課妙賀山クリーンセン

ター」に改め，同表環境局事業部施設課苅藻島クリーンセンター及び落合クリーンセンターの

項中「環境局事業部施設課苅藻島クリーンセンター」を「環境局施設課苅藻島クリーンセンタ

ー」に改め，同表環境局事業部業務課の項を削り，同表環境局事業部事業所の項を次のように

改める。

　別表第２環境局事業部自動車管理事務所の項中「環境局事業部自動車管理事務所」を「環境

局自動車管理事務所」に改め，同表環境局事業部東クリーンセンターの項中「環境局事業部東

クリーンセンター」を「環境局東クリーンセンター」に，

「

      　　　を

      　　」

「

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

日曜日及び

土曜日並び

に１週間を

通じ平日１

日

１時間午前８時から午後

４時４５分まで

一般事務環境局事業

所

日曜日及び

土曜日並び

に１週間を

通じ平日１

日

１時間午前８時から午後

４時４５分まで

環境技術手

日曜日及び

土曜日

１時間午前８時から午後

３時まで

管理員

日曜日及び土

曜日並びに１

週間を通じ平

日１日

１時間午前７時３０分から

午後４時１５分まで

⑴機械操作手

午前８時から午後

４時４５分まで

⑵

交替勤

務

８週間を通じ

２１日

午前７時３０分から

午後０時まで

平日⑴

８週間を通じ

２１日

１時間午前７時３０分から

午後４時７分まで

平日⑵

８週間を通じ

２１日

午前７時３０分から

午後０時まで

日曜日及

び土曜日

日曜日及び土

曜日並びに１

１時間午前７時３０分から

午後４時１５分まで

⑴機械操作手



      　　　に改め，

      　　」

同表環境局事業部港島クリーンセンターの項中「環境局事業部港島クリーンセンター」を「環

境局港島クリーンセンター」に改め，同表環境局事業部西クリーンセンターの項中「環境局事

業部西クリーンセンター」を「環境局西クリーンセンター」に改め，同表環境局事業部布施畑

環境センターの項中「環境局事業部布施畑環境センター」を「環境局布施畑環境センター」に

改め，同表経済観光局中央卸売市場運営本部本場の項中

「

     　　　　　　　を削り，

      　　」

同表経済観光局中央卸売市場運営本部西部市場の項中「一般事務及び行政技術」を「一般事

務」に改め，同表建設局東水環境センター，中央水環境センター及び西水環境センターの項を

次のように改める。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 １９０

週間を通じ平

日１日

午前８時から午後

４時４５分まで

⑵

午前７時４５分から

午後４時３０分

⑶

交替勤

務

８週間を通じ

２１日

午前７時３０分から

午後０時まで

平日⑴

８週間を通じ

２１日

１時間午前７時３０分から

午後４時７分まで

平日⑵

８週間を通じ

２１日

午前７時３０分から

午後０時まで

日曜日及

び土曜日

４週間を通じ

８日

午前７時から午後

１時まで

⑴守衛

１時間午前７時から午後

２時まで

⑵

４週間を通じ

１２日

午前７時から午後

３時４５分まで

⑶

４週間を通じ

８日

午前８時４５分から

午後３時４５分まで

⑷

午前９時３０分から

午後４時３０分まで

⑸

午前１０時３０分から

午後５時３０分まで

⑹

４週間を通じ

１２日

午前８時４５分から

午後５時３０分まで

⑺

４週間を通

じ１２日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

行政技術建設局東水

環境センタ



１９１

　別表第３を削る。

　　　附　則

　この訓令は，令和２年４月１日から施行する。

  告     示  

神戸市告示第８５８号

　神戸市勤労会館条例（昭和５５年４月条例第２０号。以下「条例」という。）第１０条第１項の規

定により神戸市勤労会館の指定管理者の指定を受けた公益財団法人神戸いきいき勤労財団がそ

の収入として収受する神戸市勤労会館の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）につい

て条例第１０条第２項の規定により承認をしたので，同条第３項の規定により次のとおり告示す

る。

　　令和２年３月３０日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　神戸市勤労会館の利用料金の額

　⑴　施設の利用料金

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

４週間を通

じ１２日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

機械操作手ー，中央水

環境センタ

ー及び西水

環境センタ

ー

利用料金（単位　円）施　　設

個人使用の場

合

専用使用の場合定員

（単位

　人）

面積

（単位

　平方

メート

ル）

名称

時間外の

使用１時

間（１時

間未満の

端数は，

１時間と

して計算

する。以

下同

じ。）に

つき

終日

（午前

９時か

ら午後

９時ま

で）

午後・

夜間

（午後

１時か

ら午後

９時ま

で）

午前・

午後

（午前

９時か

ら午後

５時ま

で）

夜間

（午後

５時３０

分から

午後９

時ま

で）

午後

（午後

１時か

ら午後

５時ま

で）

午前

（午前

９時か

ら正午

まで）

８，３００７３，４００５５，５００５１，８００２８，８００３３，０００２４，７００５００４６０大ホール

１，４００１２，０００９，０００　８，４００　４，７００　５，４００　４，０００　３０７５中会
議
室 ９００８，０００６，０００　５，６００３，１００　３，６００　２，７００　２４５０

７００５，６００４，２００　３，９００２，２００　２，５００１，９００　１８３５小

５００３，８００２，９００　２，７００１，５００　１，７００１，３００　１２２４

７００５，６００４，２００３，９００２，２００２，５００１，９００　１０４０応接会議室



備考

１．講習室大は，講習室中及び講習室小を１室として使用するときをいう。

２．時間外の使用１時間当たりの利用料金は，午前８時から午前９時，午後９時から午後

　１０時までの使用時間の延長について適用する。

３．営利目的のために施設を使用するときの施設の利用料金の額は，次に定めるとおりと

　する。

　⑴　物品の販売，展示，宣伝等の営業行為は，上表に定める額の５倍の額を適用する。

　⑵　入場料，受講料等を１回当たり３，０００円を超えて徴収するときは，上表に定める額

　　の５倍の額を適用する。

　⑶　上記以外の営利目的に使用するときは，上表に定める額の３倍の額を適用する。

　⑵　附属設備の利用料金

２　施行日

　　令和２年４月１日

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第８５９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

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 １９２

１，６００１４，４００１０，９００１０，１００５，６００６，４００４，８００　２０９０特別会議室

２，７００２３，９００１８，１００１６，８００　９，４００１０，７００８，０００１２０１５０大講
習
室 １，６００１４，４００１０，９００１０，１００　５，６００　６，４００４，８００　５０９０中

１，１００９，６００７，２００　６，８００　３，８００　４，３００３，２００　３６６０小

３，０００２６，３００１９，９００１８，６００１０，３００１１，８００８，８００１５０多目的ホール

７００５，６００４，２００４，０００２，２００２，５００１，９００３２

（１５畳）

和　　室

１人１時間に

つき　１５０

１，３００１１，５００８，７００８，１００４，５００５，２００３，９００１００美術室

１，３００１１，６００８，８００８，１００４，６００５，２００３，９００５００全面競
技
場

体
育
館 １面　２時間（２時間未満の端数は，２時間として計算する。

以下同じ。）につき　７００

バドミ

ントン

コート

家庭バ

レーボ

ールコ

ート

１台　２時間につき　３００卓球台

１人２時間に

つき　３００

１，３００１１，４００８，６００８，０００４，５００５，１００３，８００８９トレーニン

グ室

利用料金附属設備

１台１回につき　　　　　　１０円コインロッカー



１９３

次のとおり告示する。

　　令和２年３月３０日 

    神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体

　⑴　名称

　　　灘南部自治会

　⑵　主たる事務所

　　　神戸市灘区都通３丁目２番３号

　⑶　代表者の氏名

　　　小島　實

　⑷　代表者の住所

　　　神戸市灘区都通３丁目３番２２号 

２　変更があった事項及びその内容

　⑴　代表者の氏名

　　　「松阪　太賀志」を「小島　實」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市灘区都通３丁目２番１４号」を「神戸市灘区都通３丁目３番２２号」に改める。

３　変更の年月日   

　　平成２０年５月２５日   

―――――――――――――――――

神戸市告示第８６０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３月３０日    

    神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　下村自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市西区平野町下村１３９番地の２  

　⑶　代表者の氏名  

　　　小西　宏和  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市西区平野町下村１７９番地  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「森　博之」を「小西　宏和」に改める。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市西区平野町下村１７６番地」を「神戸市西区平野町下村１７９番地」に改める。

３　変更の年月日   

　　令和２年１月１２日   

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第８６１号

　神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例（令和２年３月条例第４６号）第２条

第１号アの規定により，次に掲げる地域を神戸オフィスビル建設促進ゾーンに指定し，令和２

年４月１日より施行する。

　　令和２年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

　神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例第２条第１号アに規定する市長が指

定する地域は，神戸市都市空間向上計画（令和２年３月公表）における広域型都市機能誘導区

域とする。

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第８６２号

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号，以下「法」という。）第６条

第１項及び神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する条例（平成５年条例第５７号，

以下「条例」という。）第９条第１項の規定に基づき，令和２年度神戸市一般廃棄物処理実施

計画を定めたので，法第６条第４項及び条例第９条第１項の規定により別紙のとおり告示する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８６３号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１７１条第４項及び地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１７４条の４３第３項の規定により，会計管

理者の事務の一部を別表第１のとおり委任させ，令第１７４条の４４第４項の規定により，区会計

管理者の事務の一部を別表第２のとおり委任させ，並びに法第１７１条第４項及び令第１７４条の４４

第４項の規定により，出納員の事務の一部を別表第３のとおり委任させるものとし，次のとお

り告示する。

　　令和２年３月３１日

　　　　　　　　   神戸市長　久　元　喜　造　

１　受任者及び委任事項

　　別表第１乃至別表第３のとおり

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 １９４



１９５

２　委任期間

　　受任者が当該職に就いている間

３　施行日

　　令和２年４月１日

別表第１（会計管理者の事務の一部委任）

別表第２（区会計管理者の事務の一部委任）

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

委任事項受任者

１　区長において取り扱う収入金及び支出金並びに有価証券の出納に関

　すること。

２　神戸市立の高等学校において取り扱う収入金及び支出金の出納並び

　に物品の出納保管（使用中の物品に係る保管を除く。以下同じ。）に

　関すること。

３　消防局消防署において取り扱う収入金及び支出金の出納並びに物品

　の出納保管に関すること。

４　魚崎財産区において取り扱う収入金及び支出金の出納並びに物品の

　出納保管に関すること（東灘区会計管理者に限る。）。

５　消防局市民防災総合センターにおいて取り扱う収入金及び支出金の

　出納並びに物品の出納保管に関すること（北区会計管理者に限る。）。

６　こども家庭局若葉学園において取り扱う収入金及び支出金の出納並

　びに物品の出納保管に関すること（垂水区会計管理者に限る。）。

７　区役所において取り扱う物品の出納保管に関すること（北区会計管

　理者にあっては，北神区役所において取り扱う物品の出納保管に関す

　ることを含む。）。

８　健康局保健所保健センターにおいて取り扱う収入金及び支出金の出

　納並びに物品の出納保管に関すること。

区会計管理者

神戸市会計規則（昭和３９年３月規則第８１号）第３条第２項に規定する収

納事務に関すること。

出納員

神戸市会計規則第３条第３項に規定する支出負担行為に関する確認に係

る事務に関すること。

審査出納員

神戸市物品会計規則（昭和３９年３月規則第８２号）第４条第２項に規定す

る物品の出納保管に関すること。

物品出納員

委任事項受任者

神戸市会計規則第３条第２項に規定する収納事務に関すること。区出納員

北神区役所において取り扱う収入金及び支出金並びに有価証券の出納に

関すること。

北神特別出納員

１　区役所支所において取り扱う収入金及び支出金並びに有価証券の出

　納に関すること。

２　須磨区役所北須磨支所の所管区域内における神戸市立の高等学校に

支所特別出納員



別表第３（出納員の事務の一部委任）

　

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第８６４号

　神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例（令和２年３月条例第４６号）第２条

第１号イの規定により，次に掲げる地域を特別地域に指定し，令和２年４月１日より施行する。

　　令和２年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

　神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例第２条第１号イに規定する市長が指

定する地域は，都心機能誘導地区（平成３１年３月５日神戸市告示第７１３号）とする。

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第８６５号

　神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例（令和２年３月条例第４６号）第２条

第１号ウの規定により，次に掲げる地域を神戸エンタープライズゾーンに指定し，令和２年４

月１日より施行する。

　　令和２年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造

　指定する地域

　神戸市中央区港島１丁目，港島６丁目９番４，ポートアイランド南地区（港島８丁目，港島

９丁目，港島中町８丁目，港島南町１丁目，港島南町２丁目，港島南町３丁目，港島南町４丁

目，港島南町５丁目，港島南町６丁目，港島南町７丁目，神戸空港），神戸複合産業団地（西

区見津が丘１丁目の一部，西神第３地区工業団地，西神流通業務団地）及び西神第２地区にお

ける特定業務地区の区域（神戸サイエンスパーク）　

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第８６６号

　神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例（令和２年３月条例第４６号）第２条

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 １９６

　関する収入金及び支出金の出納に関すること。

西神中央出張所において取り扱う収入金及び支出金並びに有価証券の出

納に関すること。

西神中央出張所

特別出納員

神戸市物品会計規則第４条第２項に定める物品の出納保管に関すること。区物品出納員

委任事項受任者

神戸市会計規則別表第２に定める（区）分任出納員の分掌事項に関する

こと。

分任出納員

区分任出納員



１９７

第１号エの規定により，次に掲げる地域を神戸国際経済ゾーンに指定し，令和２年４月１日よ

り施行する。

　　令和２年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造

　指定する地域

　神戸市中央区脇浜海岸通１丁目及び２丁目の一部（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

８条第１項第１号に規定する商業地域に限る。），港島１丁目，ポートアイランド南地区（港

島８丁目，港島９丁目，港島中町８丁目，港島南町１丁目，港島南町２丁目，港島南町３丁目，

港島南町４丁目，港島南町５丁目，港島南町６丁目，港島南町７丁目及び神戸空港）

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第８６７号

　神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例（令和２年３月条例第４６号）第２条

第４号に規定する特定事業は次のとおりとし，令和２年４月１日より施行する。

　　令和２年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

指定する事業対象事業分野

畜産食料品製造業，水産食料品製造業，野菜缶詰・果実

缶詰・農産保存食料品製造業，調味料製造業，パン・菓

子製造業，食用油脂加工業，めん類製造業，豆腐・油揚

製造業，あん類製造業，冷凍調理食品製造業，そう
（惣）菜製造業，すし・弁当・調理パン製造業，レトル
ト食品製造業，他に分類されない食料品製造業，清涼飲

料製造業，酒類製造業，茶・コーヒー製造業（清涼飲料

を除く），外衣・シャツ製造業（和式を除く），下着類

製造業，和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製

造業，その他の繊維製品製造業（繊維製衛生材料製造業

を除く），家具製造業，建具製造業，その他の家具・装

備品製造業，ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製

造業，革製履物製造業，革製手袋製造業，かばん製造業，
袋物製造業，服飾用の最終製品を製造する他に分類され
ないなめし革製品製造業，家具用の最終製品を製造する
その他のガラス・同製品製造業，家具用の最終製品を製

造する陶磁器製置物製造業，七宝製品製造業，人造宝石

製造業，金属製サッシ・ドア製造業，鉄骨系プレハブ住

宅製造業，建築用金属製品製造業（サッシ，ドア，建築

用金物を除く），民生用電気機械器具製造業，ラジオ受

信機・テレビジョン受信機製造業，電気音響機械器具製

造業，その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業，
電気計測器製造業，電子デバイス製造業，電子部品製造

業，半導体メモリメディア製造業，電子回路製造業，ユ

⑴　繊維工業品，
　雑貨工業品，
　貴金属製品，
　家具製品，食

　料品，飲料水

　その他の生活

　文化に関する
　製品の製造又

　は卸売りの事

　業であって，
　当該製品の企

　画及び開発を
　併せて行うも
　の又は主とし
　て神戸市内に
　おいて企画及

　び開発をした
　製品を扱うも
　の

１　生活文化

　に関連する
　分野



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 １９８

ニット部品製造業，その他の電子部品・デバイス・電子

回路製造業，貴金属・宝石製装身具（ジュエリー）製品

製造業，その他の貴金属製品製造業，装身具・装飾品製

造業（貴金属・宝石製を除く）及び服飾用の最終製品を
製造する装身具・装飾品・ボタン・同関連製品（貴金属

製及び宝石製のものを除く。）その他の家庭生活に直接

関係する最終製品（主として全国の産地において画一的

な製品を製造するものを除く。）製造業並びにこれらの
製造業において製造された製品を扱う各種商品卸売業，
繊維・衣服等卸売業，飲食料品卸売業，建築材料卸売業，
石油・鉱物卸売業，鉄鋼製品卸売業，非鉄金属卸売業，
機械器具卸売業及びその他の卸売業

土木建築サービス業及びデザイン業⑵　⑴の製品に
　関するデザイ
　ンその他企画

　及び開発に関

　する専門的な
　サービスを行

　う事業

住宅の製作物の供給を行う一般土木建築工事業，土木工

事業，造園工事業及び建築工事業，建設業のうち災害の
防止に資する技術の開発を行うもの，大学，短期大学，
専修学校，各種学校，職員教育施設・支援業又は職業訓

練施設のうち，市民の多様化する生活ニーズを充足する
新たな製品やサービスの開発等産業の高度化に寄与する
人材の育成を行うもの，貸事務所業のうち専らこれらの
事業を行う事業者若しくは⑴及び⑵に掲げる事業を行う
事業者に対し事務所を賃貸するもの

⑶　⑴及び⑵に
　掲げる事業に
　類するものと
　して市長が特

　に必要がある
　と認める事業

情報通信機器に関する光ファイバーケーブル製造業（通

信複合ケーブルを含む），通信機械器具・同関連機械器

具製造業，電気音響機械器具製造業，電子計算機・同附

属装置製造業，電子デバイス製造業，電子部品製造業，
半導体メモリメディア製造業，電子回路製造業，ユニッ
ト部品製造業，その他の電子部品・デバイス・電子回路

製造業，その他の電子応用装置製造業，その他の高速大

容量の電気通信回線を活用した高度情報通信システムに
関連する機器の製造業

⑴　情報処理又

　は電気通信の
　高度化に資す
　る電子機器又

　は通信機器の
　開発又は製造

　を行う事業

２　情報及び
　通信に関連

　する分野

固定電気通信業（有線放送電話業を除く），移動電気通

信業，民間放送業（有線放送業を除く），有線放送業，
インターネット付随サービス業その他の高速大容量の電

気通信回線又は電波を活用した通信又は放送事業に関す
るサービスを提供する事業及び情報の流通の円滑化に資

する電気工事業

⑵　電気通信に
　よる情報の流

　通の円滑化に
　資する電気通

　信事業又は放

　送事業に関す
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　るサービスを
　提供する事業

映像情報制作・配給業（映画・ビデオ・テレビジョン番

組配給業を除く），その他の映像・音声・文字情報制作

に附帯するサービス業，ソフトウェア業及び情報処理・

提供サービス業　

⑶　ソフトウェ
　アの作成，情

　報処理サービ
　ス又は情報提

　供サービスを
　行う事業

金融業・保険業及びサービス業　⑷　電気通信回

　線又は無線を
　利用して新た
　なサービスを
　提供し，又は
　サービスの提

　供の方式を改

　善する事業

ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業のうち，
高度な映像音響システム若しくは可視化システムの開発

若しくはこれらのシステムのサービスの提供を行うもの
又は映画・ビデオ制作業，テレビジョン番組制作業若し
くはアニメーション制作業のうち，コンピュータグラフ
ィックス，コンピュータシミュレーションを利用した作

品の制作を行うもの

⑸　高度なソフ
　トウェア技術

　を利用して映

　像の開発又は
　制作を行う事

　業

電気通信回線，電子機器・通信機器を利用して顧客情報

及びコンピュータによる処理情報の保存及び活用を行う
事業又は災害に係る危険回避のためのバックアップを行

う事業

⑹　電気通信回

　線又は電子機

　器を利用して
　顧客情報その
　他の情報のバ
　ックアップを
　行う事業

大学，短期大学，専修学校又は各種学校のうち⑴から⑹

までに掲げる事業の発展に寄与する人材の育成を行うも
の，貸事務所業のうち専らこれらの事業を行う事業者若

しくは⑴から⑹までに掲げる事業を行う事業者に対し事

務所を賃貸するもの

⑺　⑴から⑹ま
　でに掲げる事

　業に類するも
　のとして市長

　が特に必要が
　あると認める
　事業

貸事務所業，広告業，法律事務所，特許事務所，公証人

役場，司法書士事務所，公認会計士事務所，税理士事務

所及び行政書士事務所において行われる事業，経営コン
サルタント業，翻訳業（著述家業を除く），広告制作業，
職業紹介業，ディスプレイ業，労働者派遣業及び同時通

訳施設を備えた集会場において行われる事業

⑴　外国企業等

　が我が国にお
　いて行う事業

　の円滑な実施

　を支援する事

　業

３　国際化に
　関連する分

　野
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先端の技術を有する製造業，先端の技術を有し，又は高

度な情報若しくは手法を備えた専ら事業所を対象とする
サービス業及び高度な情報又は手法を備えた各種商品卸

売業，繊維・衣服等卸売業，飲食料品卸売業，建築材料，
鉱物・金属材料等卸売業，機械器具卸売業及びその他の
卸売業　

⑵　外国企業等

　が行う事業の
　うち神戸市内

　の事業者の事

　業活動に係る
　技術の高度化

　又は経営の能

　率の向上に寄

　与するもの

大学，短期大学，専修学校又は各種学校のうち⑴及び⑵

に掲げる事業の発展に寄与する人材の育成を行うもの，
貸事務所業のうち専らこれらの事業を行う事業者若しく
は⑴及び⑵に掲げる事業を行う事業者に対し事務所を賃

貸するもの

⑶　⑴及び⑵に
　掲げる事業に
　類するものと
　して市長が特

　に必要がある
　と認める事業

高度な集客力を有するサービス業　⑴　高度な集客

　力を有する文

　化施設，スポ
　ーツ施設又は
　レクリエーシ
　ョン施設の設

　置及び運営を
　行う事業

４　集客に関

　連する分野

　

大学，短期大学，専修学校又は各種学校のうち⑴に掲げ
る事業の発展に寄与する人材の育成を行うもの，貸事務

所業のうち専らこれらの事業を行う事業者若しくは⑴に
掲げる事業を行う事業者に対し事務所を賃貸するもの

⑵　⑴に掲げる
　事業に類する
　ものとして市

　長が特に必要

　があると認め
　る事業

道路貨物運送業，水運業，倉庫業，港湾運送業，貨物運

送取扱業（集配利用運送業を除く。），こん包業及び運

輸施設提供業，製造業，卸売業及び小売業であって，荷

さばき施設又は保管施設のほかに商品情報の表示，包装，
組立て等を行うための流通加工施設を有しかつ高度な流

通加工技術の開発若しくは利用するもの若しくは高度な
物流機器や電子データ交換その他の物流業務全般の効率

の向上に資する機器若しくはシステムの開発若しくは利

用するもの又はサードパーティロジスティクスその他の
新たな物流システムの開発若しくは利用するもの，理学

研究所又は工学研究所に属する事業のうち新たな輸送又

は流通システムの研究を行うもの

⑴　高度な荷さ
　ばき，保管，
　流通加工等の
　機能を有する
　物流施設の設

　置及び運営を
　行う事業

５　物流に関

　連する分野

大学，短期大学，専修学校又は各種学校のうち⑴に掲げ
る事業の発展に寄与する人材の育成を行うもの，貸事務

⑵　⑴に掲げる
　事業に類する
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所業のうち専らこれらの事業を行う事業者若しくは⑴に
掲げる事業を行う事業者に対し事務所を賃貸するもの

　ものとして市

　長が特に必要

　があると認め
　る事業

医療用機械器具製造業又は歯科用機械器具製造業に属す
る事業のうち医療機器の開発を行うもの，医療用品製造

業（動物用医療器械器具を除く），歯科材料製造業，理

化学機械器具製造業又は光学機械器具・レンズ製造業に
属する事業のうち医療用品，理化学機械器具の開発を行

うもの，電子応用装置製造業のうち医療機器，理化学機

械器具の開発を行うもの及び工学研究所に属する事業の
うち電子機器を利用した医療機器，理化学機械器具の研

究を行うもの

⑴　高度な医療

　技術又はバイ
　オテクノロジ
　ーの発展に寄

　与する医療機

　器，医療用品，
　理化学機械器

　具又は歯科材

　料の開発又は
　製造を行う事

　業

６　医療，健

　康及び福祉

　に関連する
　分野

医薬品原薬製造業，医薬品製剤製造業及び生物学的製剤

製造業に属する事業のうち医薬品の開発を行うもの，医

学・薬学研究所に属する事業のうち医薬品の研究を行う
もの，はん用機械器具製造業，生産用機械器具製造業に
属する事業のうち医薬品の製造に係る装置の製造を行う
もの，再生医療等製品若しくは再生医療等技術を用いた
高度な医療技術又は製品の研究・開発を行うもの

⑵　バイオテク
　ノロジーその
　他の高度な技

　術を利用して
　医薬品の開発

　を行う事業及

　び医薬品の製

　造に係る装置

　の開発又は製

　造を行う事業

製造業のうち高齢者及び障害者の義肢，装具その他の福

祉用具の開発を行うもの及び工学研究所に属する事業の
うち高齢者その他これに準ずる者の義肢，装具その他の
福祉用具の研究を行うもの

⑶　介護を行う
　者の負担の軽

　減に資する福

　祉用具の開発

　又は製造を行

　う事業

製造業のうち保健機能食品，特別用途食品又は健康補助

食品の開発を行うもの，化粧品・歯磨・その他の化粧用

調整品の開発を行うもの，健康機器・医薬部外品その他

の健康の保持・増進を図る製品の開発・製造を行うもの
及び健康診断の結果についての管理を行うサービス，医

療機関の紹介その他の健康若しくは医療に関する情報提

供を行うサービス又は健康に関する指導を行うサービス，
その他の健康の保持・増進を図るサービスを総合的に提

供する事業

⑷　健康の保持

　及び増進を図

　るための製品

　を開発若しく
　は製造し，又

　はサービスを
　総合的に提供

　する事業

専ら事業所を対象とするサービス業のうち，⑴から⑷ま
でに規定する事業を支援する人材の育成，人材の派遣又

はコンサルティングを行うもの，医療技術の発展に資す

⑸　⑴から⑷ま
　でに規定する
　事業その他医
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る医療システムの開発を行うもの及び機械メンテナンス，
検査･分析その他の高度な医療技術もしくは福祉技術の
発展に寄与するもの　

　療技術の発展

　に寄与する事

　業に係る専門

　的なサービス
　を提供する事

　業

食料品製造業のうち病院用給食の製造を行うもの，試薬

の開発・製造を行うもの，計量器・理化学機械器具・光

学機械器具等卸売業，医療用機械器具卸売業（歯科用機

械器具を含む），医薬品卸売業及び医療用品卸売業のう
ち高度な医療技術の開発に寄与するもの，卸売業のうち
高齢者及び障害者の義肢，装具その他の福祉用具の開発

に寄与するもの，心身の機能低下の防止及び改善を図る
サービスを行うもの，大学，短期大学，専修学校，各種

学校，職員教育施設・支援業又は職業訓練施設のうち⑴

から⑸までに掲げる事業の発展に寄与する人材の育成を
行うもの，貸事務所業のうち専らこれらの事業を行う事

業者若しくは⑴から⑸までに掲げる事業を行う事業者に
対し事務所を賃貸するもの

⑹　⑴から⑸ま
　でに掲げる事

　業に類するも
　のとして市長

　が特に必要が
　あると認める
　事業

製造業のうち高度な技術を利用した公害防止施設であっ
て，公害の基因となる有害物の除去又は当該公害による
被害の減少に著しい効果があると認められるものの開発

を行うもの及び理学研究所又は工学研究所に属する事業

のうち公害防止装置の研究を行うもの

⑴　高度な技術

　を利用した集

　じん装置，排

　水処理装置そ
　の他の公害防

　止装置の開発

　を行う事業

７　環境に関

　連する分野

製造業のうち微生物，光その他の自然的作用により分解

するものの原材料の開発を行うもの又は木材以外の原材

料を利用した紙の開発を行うもの及び理学研究所又は工

学研究所に属する事業のうち環境への負荷の低減に資す
る原材料の製造に係る技術の研究を行うもの

⑵　自然的作用

　により完全に
　分解すること
　その他これに
　類することに
　より環境への
　負荷の低減に
　資する原材料

　の製造に係る
　技術の開発を
　行う事業

製造業のうち再生資源を利用して発電又は熱供給を行う
機械又は装置の開発を行うもの又は再生資源を利用した
原材料又は製品の開発を行うもの及び理学研究所又は工

学研究所に属する事業のうち再生資源の利用の促進に資

する技術の研究を行うもの

⑶　再生資源の
　利用の促進に
　資する技術の
　開発を行う事

　業

製造業のうち石油以外のエネルギー資源を利用するため⑷　オゾン層を
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に必要な機械又は装置その他石油以外のエネルギー資源

の利用に著しく資する機械又は装置であって石油の消費

の抑制に資する効果が著しいと認められるものの開発を
行うもの，オゾン層を破壊する物質に代替する物質を使

用するために必要な機械又は装置の開発を行うもの又は
オゾン層を破壊する物質に代替する物質の開発を行うも
の及び理学研究所又は工学研究所に属する事業のうちエ
ネルギー又はオゾン層を破壊する物質の使用の合理化に
資する技術の研究を行うもの　

　破壊する物質

　又はエネルギ
　ーの使用の合

　理化に資する
　技術の開発を
　行う事業

製造業のうち水質又は土壌の汚染の浄化を行う機械又は
装置の開発を行うもの及び理学研究所又は工学研究所に
属する事業のうち水質又は土壌の浄化その他の自然の回

復に資する技術の研究を行うもの

⑸　水，土壌そ
　の他の自然に
　おいて存在す
　るものの浄化

　その他の回復

　に資する技術

　の開発を行う
　事業

製造業のうち植栽用の軽量な土壌又は人工地盤の開発を
行うもの又は建築物の屋上又は屋内の緑化のために散水，
施肥等を行う機械又は装置の開発を行うもの及び理学研

究所又は工学研究所に属する事業のうち都市の緑化の促

進に資する高度な技術の研究を行うもの　

⑹　都市の緑化

　の促進に資す
　る高度な技術

　の開発を行う
　事業

環境測定その他の企業の環境負荷低減の支援を行なうも
の，電気業，ガス業又は熱供給業に属する事業のうち高

度な技術を利用し，環境への負荷の著しい低減を図るサ
ービスの企画・開発を行うもの，大学，短期大学，専修

学校，各種学校，職員教育施設・支援業又は職業訓練施

設のうち⑴から⑹までに掲げる事業の発展に寄与する人

材の育成を行うもの，貸事務所業のうち専らこれらの事

業を行う事業者若しくは⑴から⑹までに掲げる事業を行

う事業者に対し事務所を賃貸するもの

⑺　⑴から⑹ま
　でに掲げる事

　業に類するも
　のとして市長

　が特に必要が
　あると認める
　事業　

はん用機械器具製造業，生産用機械器具製造業，事務用

機械器具製造業，サービス用機械器具製造業，電気機械

器具製造業，光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製

造業，ビデオ機器製造業，デジタルカメラ製造業，輸送

用機械器具製造業及び計量器・測定器・分析機器・試験

機・測量機械器具・理化学機械器具製造業，医療用機械

器具・医療用品製造業，光学機械器具・レンズ製造業の
うち高精度な技術を利用した製品の開発を行うもの又は
生産効率の向上に資する新製造システムの開発を行うも
の，製造業のうち災害の防止に資する技術の開発を行う
もの及び理学研究所又は工学研究所に属する事業のうち
高精度な技術若しくは高度な加工技術の研究を行うもの

⑴　高度ロボッ
　ト，超小型機

　械その他の高

　精度な技術を
　利用した製品

　又は生産効率

　の向上に資す
　る新製造シス
　テムの開発そ
　の他の新製造

　技術に係る事

　業

８　新製造技

　術及び新素

　材に関連す
　る分野
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又は生産効率の向上に資する新製造システムの研究を行

うもの

繊維工業，外衣・シャツ製造業（和式を除く），下着類

製造業，和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製

造業，その他の繊維製品製造業（じゅうたん・その他の
繊維製床敷物製造業，繊維製衛生材料製造業を除く），
木材・木製品製造業（家具を除く），家具・装備品製造

業，パルプ・紙・紙加工品製造業，化学工業，プラスチ
ック製品製造業，ゴム製品製造業，窯業・土石製品製造

業，鉄鋼業，非鉄金属製造業及び金属製品製造業のうち
新素材若しくは新材料又はこれらを利用した製品の開

発・製造を行うもの及び理学研究所及び工学研究所に属

する事業のうち新素材又は新材料の研究を行うもの

⑵　ファインセ
　ラミックスそ
　の他の新素材

　又は新材料の
　開発又は製造

　を行う事業

大学，短期大学，専修学校又は各種学校のうち⑴及び⑵

に掲げる事業の発展に寄与する人材の育成を行うもの，
貸事務所業のうち専らこれらの事業を行う事業者若しく
は⑴及び⑵に掲げる事業を行う事業者に対し事務所を賃

貸するもの

⑶　⑴及び⑵に
　掲げる事業に
　類するものと
　して市長が特

　に必要がある
　と認める事業

航空機・同附属品製造業，航空機整備業及び製造業のう
ち宇宙用機器の開発・製造を行うもの

⑴　航空輸送の
　大量化，超高

　速化その他の
　能力の向上に
　資する機械器

　具又は宇宙用

　機器の開発，
　製造又は整備

　を行う事業

９　航空及び
　宇宙に関連

　する分野

航空運輸業，貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く）

及び地上取扱業務，運航管理補助業務その他の航空運航

を支援するサービスを提供する事業

⑵　航空運送そ
　の他の航空機

　を利用して行

　う事業又は航

　空運航を支援

　する事業

大学，短期大学，専修学校又は各種学校のうち⑴及び⑵

に掲げる事業の発展に寄与する人材の育成を行うもの，
貸事務所業のうち専らこれらの事業を行う事業者若しく
は⑴及び⑵に掲げる事業を行う事業者に対し事務所を賃

貸するもの

⑶　⑴及び⑵に
　掲げる事業に
　類するものと
　して市長が特

　に必要がある
　と認める事業



２０５

　する特定事業から除外する。

　⑴　国，地方公共団体又はそれらが資本金，基本金その他これらに準ずるものの全額を出資

　　している法人が行う事業（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４８条において固定資産税

　　の非課税適用から除外される場合は除く。）　

　⑵　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２号

　　に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号に規定する暴力団員（以下

　　「暴力団員」という。）が行う事業

　⑶　法人でその役員のうちに暴力団員があるものが行う事業

　⑷　暴力団員がその事業活動を支配するものが行う事業

　⑸　暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものが行う事業

　⑹　暴力団員をその業務に従事させ，又は当該業務の補助者として使用するおそれのあるも

　　のが行う事業

　⑺　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第

　　１項に規定する風俗営業，同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第１１項に規

　　定する特定遊興飲食店営業

　⑻　延床面積２００平方メートル未満の施設を自ら取得することなく使用して行う事業

２　この表に掲げる事業の分類及び意義については，統計法（平成１９年法律第５３号）第２８条の

　規定に基づき，産業に関する分類を定める件（平成２５年１０月総務省告示第４０５号）に定める

　日本標準産業分類による。

―――――――――――――――――

神戸市告示第８６８号

　神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例（令和２年３月条例第４６号）第２条

第５号に規定する中核事業は次の⑴から⑶のいずれかの要件を満たすものとし，令和２年４月

１日より施行する。

　　令和２年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

　⑴　条例の別表第１の６の項に掲げる特定事業を行うもののうち主として研究開発を行うも

　　ので，延床面積１，０００平方メートル以上の施設整備を行うもの

　⑵　特定事業を行うもので，当該事業の用に供する施設（家屋又は償却資産）の敷地である

　　土地を１０，０００平方メートル以上取得し，延床面積１，０００平方メートル以上の施設整備を行

　　うもの

　⑶　特定事業を行うもので，当該事業の用に供する施設（家屋又は償却資産）の取得経費が

　　１０億円以上であって，延床面積１，０００平方メートル以上の施設整備を行うもの

―――――――――――――――――

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



神戸市告示第８６９号

　神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例（令和２年３月条例第４６号）第２条

第６号に規定する特例中核事業は次の⑴又は⑵のいずれかの要件を満たすものとし，令和２年

４月１日より施行する。

　　令和２年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

　⑴　中核事業を行うもので，当該事業の用に供する施設（家屋又は償却資産）の敷地である

　　土地を５０，０００平方メートル以上取得したもの　

　⑵　中核事業を行うもので，当該事業の用に供する施設（家屋，償却資産又はこれらの敷地

　　である土地）の取得経費が５０億円以上のもの

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第８７０号

　神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例（令和２年３月条例第４６号）第２条

第７号に規定する国際経済事業は次のとおりとし，令和２年４月１日より施行する。

　　令和２年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

　神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例第２条第７号の規定による市長が指

定するものは，同条第４号の規定による市長が指定するものとする。

―――――――――――――――――

神戸市告示第１２号

　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１０条第１項の規定により令和２年度の固定資産の価格

等を令和２年３月３１日に決定し，同法第４１１条第１項の規定により固定資産課税台帳に登録し

たので，同条第２項の規定により告示する。

　　令和２年４月１日

    神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第１３号

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により，一般廃棄物の処分

に関し，手数料の徴収事務を次のとおり委託するので，同条第２項の規定により告示する。

　　令和２年４月１日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　受託者

　　神戸市中央区元町通６丁目５番４号

　　つるかめ管財株式会社

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２０６



２０７

　　　代表取締役　井上　寛之

２　委託年月日

　　令和２年４月１日

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第１４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の件（平成１９年

８月告示第３０９号）の一部を次のように改正する。

　　令和２年４月１日

    神戸市長　久　元　喜　造

「

       」

を

「

       」

に改める。

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第１７号

　令和２年第１回定例市会で令和２年３月２６日議決された令和元年度神戸市一般会計補正予算

並びに令和２年度神戸市一般会計予算，令和２年度神戸市市場事業費予算，令和２年度神戸市

食肉センター事業費予算，令和２年度神戸市国民健康保険事業費予算，令和２年度神戸市母子

父子寡婦福祉資金貸付事業費予算，令和２年度神戸市駐車場事業費予算，令和２年度神戸市農

業集落排水事業費予算，令和２年度神戸市市街地再開発事業費予算，令和２年度神戸市営住宅

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

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９れい書１０
税務事務専用

市長の印

市民税・県民税特別徴収税額の通

知書

方１５れい書１０
税務事務専用

市長の印

市民税・県民税特別徴収税額の通

知書

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９隷書１０
税務事務専用

市長の印

市民税・県民税特別徴収税額の決

定・変更通知書（納税義務者用）

方１５隷書１０
税務事務専用

市長の印

市民税・県民税特別徴収税額の決

定・変更通知書（特別徴収義務者

用）



事業費予算，令和２年度神戸市介護保険事業費予算，令和２年度神戸市後期高齢者医療事業費

予算，令和２年度神戸市公債費予算，令和２年度神戸市下水道事業会計予算，令和２年度神戸

市港湾事業会計予算，令和２年度神戸市新都市整備事業会計予算，令和２年度神戸市自動車事

業会計予算，令和２年度神戸市高速鉄道事業会計予算，令和２年度神戸市水道事業会計予算及

び令和２年度神戸市工業用水道事業会計予算は，次のとおりである。

　　令和２年４月１４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造

 

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２０８



２０９ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２１０



２１１ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２１２



２１３ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２１４



２１５ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２１６



２１７ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２１８



２１９ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２２０



２２１ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２２２



２２３ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２２４



２２５ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２２６



２２７ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２２８



２２９ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２３０



２３１ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２３２



２３３ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２３４



２３５ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２３６



２３７ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２３８



２３９ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２４０



２４１ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２４２



２４３ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２４４



２４５ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２４６



２４７ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２４８



２４９ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２５０



２５１ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２５２



２５３ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２５４



２５５ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２５６



２５７ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２５８



２５９ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２６０



２６１ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２６２



２６３ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２６４



２６５ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２６６



２６７ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２６８



２６９ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２７０



２７１

―――――――――――――――――

神戸市告示第１８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４月１４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，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

　　垂水自転車保管所

　　　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

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

　

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



別表

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第１９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

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２７２

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

垂水区福田５丁目６番２０号

建設局垂水建設事務所

電話　７０７－０２３４

令和２年３月２日台

台

２

４

自転車

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

垂水区西舞子８丁目２０番

１９号

垂水保管所
台

台

０

３

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年３月５日台

台

２

１

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

塩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年３月１０日台

台

４

２

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年３月１３日台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

２

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年３月１６日台

台

４

１

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

３

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年３月１８日台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

２

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年３月２３日台

台

１

３

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年３月１０日台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

垂水区管内長期放置

令和２年３月２３日台

台

２

２

自転車 

原動機付自転車

垂水区管内長期放置



２７３

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の規定により告示する。

　　令和２年４月１４日

    神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第２０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４月１４日

    神戸市長　久　元　喜　造

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４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

通所介護令和２年

３月１日

兵庫県神戸市垂水区

名谷町１５４７－１

社会福祉法人

三桂会

兵庫県神戸市東灘区

住吉山手７丁目６－

３

デイサービス

センターまん

てん住吉山手

２８７０１０３４４３

訪問介護令和２年

３月１日

兵庫県神戸市垂水区

星陵台６丁目２－８

　１Ｆ

合同会社　ほ

てい

兵庫県神戸市垂水区

千鳥が丘３丁目１８－

２２

ヘルパーハウ

ス　福

２８７０８０４２７１

介護予防特定施

設入居者生活介

護

令和２年

３月１日

兵庫県神戸市西区白

水２丁目１２－２０

株式会社ハー

トケア

兵庫県神戸市西区玉

津町水谷８番１

ハートライフ

神戸西

２８７５２０４８４０

特定施設入居者

生活介護

令和２年

３月１日

兵庫県神戸市西区白

水２丁目１２－２０

株式会社ハー

トケア

兵庫県神戸市西区玉

津町水谷８番１

ハートライフ

神戸西

２８７５２０４８４０

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

介護予防通所サ

ービス

令和２年

３月１日

兵庫県神戸市垂水区

名谷町１５４７－１

社会福祉法人

三桂会

兵庫県神戸市東灘区

住吉山手７丁目６－

３

デイサービス

センターまん

てん住吉山手

２８７０１０３４４３

介護予防訪問サ

ービス

令和２年

３月１日

兵庫県神戸市垂水区

星陵台６丁目２－８

　１Ｆ

合同会社　ほ

てい

兵庫県神戸市垂水区

千鳥が丘３丁目１８－

２２

ヘルパーハウ

ス　福

２８７０８０４２７１

生活支援訪問サ

ービス

令和２年

３月１日

兵庫県神戸市垂水区

星陵台６丁目２－８

　１Ｆ

合同会社　ほ

てい

兵庫県神戸市垂水区

千鳥が丘３丁目１８－

２２

ヘルパーハウ

ス　福

２８７０８０４２７１

介護予防通所サ

ービス

令和２年

３月１日

徳島県阿南市那賀川

町豊香野１２０番地

株式会社Ｔｒ

ｉｐｌｅ

Ｆｉｖｅ　

Ｃｏｒｐｏｒ

ａｔｉｏｎ

兵庫県神戸市須磨区

常盤町２丁目３－７

レコードブッ

ク神戸常盤

２８９０７００２５１

介護予防通所サ

ービス

令和２年

３月１日

兵庫県神戸市西区学

園東町４－３６－８

株式会社　Ｔ

ＨＲＥＥ　Ｔ

ＲＥＥＳ

兵庫県神戸市中央区

神若通１－１－３

リハフィット

ネス　ＴＨＲ

ＥＥ　ＴＲＥ

ＥＳ

２８９５１００１１９



―――――――――――――――――

　

神戸市告示第２１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４月１４日

    神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第２２号

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

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

の規定により告示する。

　　令和２年４月１４日

    神戸市長　久　元　喜　造

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２７４

生活支援訪問サ

ービス

令和２年

３月１日

兵庫県西宮市今津二

葉町３番６号

布亀株式会社兵庫県神戸市中央区

若菜通６丁目４番２１

号

布亀株式会社

　家庭生活応

援事業部　神

戸事業所

２８A５１０００１７

サービス種類指定年月日指定申請者の所在地
指定申請者

の名称
事業所等の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

地域密着型通所

介護

令和２年

３月１日

徳島県阿南市那賀川

町豊香野１２０番地

株式会社Ｔｒ

ｉｐｌｅ　Ｆ

ｉｖｅ　Ｃｏ

ｒｐｏｒａｔ

ｉｏｎ

兵庫県神戸市須磨区

常盤町２丁目３－７

レコードブッ

ク神戸常盤

２８９０７００２５１

介護予防小規模

多機能型居宅介

護

令和２年

３月１日

兵庫県加古川市平岡

町新在家２３３３－２

社会福祉法人

　博愛福祉会

兵庫県神戸市垂水区

福田２丁目２番２３号

小規模多機能

型居宅介護　

ゆとり庵福田

２８９０８００５４９

小規模多機能型

居宅介護

令和２年

３月１日

兵庫県加古川市平岡

町新在家２３３３－２

社会福祉法人

　博愛福祉会

兵庫県神戸市垂水区

福田２丁目２番２３号

小規模多機能

型居宅介護　

ゆとり庵福田

２８９０８００５４９

地域密着型通所

介護

令和２年

３月１日

兵庫県神戸市西区学

園東町４－３６－８

株式会社　Ｔ

ＨＲＥＥＴＲ

ＥＥＳ

兵庫県神戸市中央区

神若通１－１－３

リハフィット

ネス　ＴＨＲ

ＥＥ　ＴＲＥ

ＥＳ

２８９５１００１１９

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

２月２９日

大阪府大阪市北区中

崎西二丁目４番１２号

　梅田センタービル

２５階

エルケア株式

会社

兵庫県神戸市東灘区

御影中町４丁目２番

１号　スマイリング

ライフ２０２号室

エルケア株式

会社　エルケ

ア御影ケアプ

ランセンター

２８７０１０３２７８



２７５

―――――――――――――――――

神戸市告示第２３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４月１４日

    神戸市長　久　元　喜　造

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

通所介護令和２年

２月２９日

兵庫県神戸市東灘区

住吉山手７丁目６番

３号

株式会社神戸

在宅サービス

兵庫県神戸市東灘区

住吉山手７丁目６番

３号

まんてん堂デ

イサービスセ

ンター住吉山

手

２８７０１０３３０２

居宅介護支援令和２年

２月２９日

兵庫県神戸市灘区鶴

甲１丁目５－３－

８０４

有限会社マー

ズ

兵庫県神戸市灘区琵

琶町１丁目１－１４　

ハイツクレセール　

１０１号室

グラン・ママ

サポート中央

事業所

２８７０２０２４６８

訪問介護令和２年

２月２９日

兵庫県神戸市灘区鶴

甲１丁目５－３－

８０４

有限会社マー

ズ

兵庫県神戸市灘区琵

琶町１丁目１－１４　

ハイツクレセール　

１０１号室

グラン・ママ

サポート中央

事業所

２８７０２０２４６８

居宅介護支援令和２年

２月２９日

兵庫県神戸市兵庫区

菊水町５丁目３番１

号

有限会社播永兵庫県神戸市兵庫区

菊水町５丁目３番１

号

有限会社播永

指定居宅介護

支援事業所

２８７０５００２２６

訪問介護令和２年

２月２９日

兵庫県神戸市中央区

上筒井通１丁目４－

９

有限会社あじ

さい

兵庫県神戸市兵庫区

永沢町４丁目４番５

号　甲南第１１兵庫コ

ーポラス３０３号

あじさいケア

ステーション

２８７０５００９８６

特定施設入居者

生活介護

令和２年

２月２９日

兵庫県神戸市西区白

水２丁目１２－２０

株式会社ハー

トケア

兵庫県神戸市西区水

谷１丁目１１－２４

コミュニティ

ホームハート

ケア神戸西

２８７５２０１７１３

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

２月２９日

兵庫県神戸市東灘区

向洋町中６－９

株式会社ヒュ

ーマンアシス

ト

兵庫県神戸市東灘区

向洋町中６－９　神

戸ファッションマー

ト３Ｎ－１３

アシストケア

クラブ

２８７０１０２２８８

介護予防通所サ

ービス

令和２年

２月２９日

兵庫県神戸市東灘区

住吉山手７丁目６番

３号

株式会社神戸

在宅サービス

兵庫県神戸市東灘区

住吉山手７丁目６番

３号

まんてん堂デ

イサービスセ

ンター住吉山

手

２８７０１０３３０２

介護予防訪問サ

ービス

令和２年

２月２９日

兵庫県神戸市灘区鶴

甲１丁目５－３－

８０４

有限会社マー

ズ

兵庫県神戸市灘区琵

琶町１丁目１－１４　

ハイツクレセール　

１０１号室

グラン・ママ

サポート中央

事業所

２８７０２０２４６８

介護予防訪問サ

ービス

令和２年

２月２９日

兵庫県神戸市中央区

上筒井通１丁目４－

有限会社あじ

さい

兵庫県神戸市兵庫区

永沢町４丁目４番５

あじさいケア

ステーション

２８７０５００９８６



―――――――――――――――――

神戸市告示第２４号

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

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

　　令和２年４月１４日

    神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第２５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４月１４日　

    神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第２６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

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２７６

９号　甲南第１１兵庫コ

ーポラス３０３号

生活支援訪問サ

ービス

令和２年

２月２９日

兵庫県神戸市中央区

上筒井通１丁目４－

９

有限会社あじ

さい

兵庫県神戸市兵庫区

永沢町４丁目４番５

号　甲南第１１兵庫コ

ーポラス３０３号

あじさいケア

ステーション

２８７０５００９８６

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

２月２９日

兵庫県神戸市東灘区

向洋町中６－９

株式会社ヒュ

ーマンアシス

ト

兵庫県神戸市東灘区

向洋町中６－９　神

戸ファッションマー

ト３Ｎ－１３

アシストケア

クラブ

２８７０１０２２８８

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

３月１日

兵庫県神戸市西区伊

川谷町有瀬８３８－４

　ヒルズ兼久ビル１

階

株式会社　ク

ローバー

兵庫県神戸市西区伊

川谷町有瀬８４６－１０

　ギャラリエ　アト

リエ４

クローバー２８１５２０１７９９

重度訪問介護令和２年

３月１日

兵庫県神戸市西区伊

川谷町有瀬８３８－４

　ヒルズ兼久ビル１

階

株式会社　ク

ローバー

兵庫県神戸市西区伊

川谷町有瀬８４６－１０

　ギャラリエ　アト

リエ４

クローバー２８１５２０１７９９



２７７

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４月１４日

    神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２７号

　瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の規定による特定施設

の設置許可の申請があったので，同条第３項において準用する同法第５条第４項の規定により，

その概要を次のとおり告示する。

　なお，この変更が環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を

記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

　　令和２年４月１４日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　申請の概要

　⑴　申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　　東京都千代田区丸の内３丁目２番３号

　　　三菱重工業株式会社　取締役社長　泉澤　清次

　⑵　工場又は事業場の名称及び所在地

　　　神戸市兵庫区和田崎町１丁目１番１号

　　　三菱重工業株式会社　神戸造船所

　⑶　特定施設に関する事項

　　ア　特定施設の種類　

　　　　水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１

　　　　第６５号　酸またはアルカリによる表面処理施設

　　イ　特定施設の概要

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

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

介護保険

事業所番号

同行援護令和２年

２月２９日

兵庫県神戸市灘区鶴

甲１丁目５番３－

８０４号

有限会社マー

ズ

兵庫県神戸市灘区琵

琶町１丁目１－１４　

ハイツクレセール　

１０１号室

グラン・ママ

サポート中央

事業所

２８１０２００６８９

温水洗浄機種　　類

洗浄物重量　１，０００㎏能　　力

１基基　　数

許可後工事着手予定年月日

許可後工事完成予定年月日

工事完了後使用開始予定年月日

８～１７時使用時間間隔



　⑷　汚水等の処理に関する事項

　　　変更なし

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２７８

８時間１日当たりの使用時間

なし季節的変動の概要

最　大通　常
項　　目

アルカリ洗剤中性洗剤アルカリ洗剤中性洗剤

１２．１８．３１２．１８．３ｐＨ
汚

水

の

汚

染

状

況

１６０４０，０００１６０４０，０００化学的酸素要求量（㎎ ／Ｌ）

＜１３＜１３浮遊物質量（㎎ ／Ｌ）

１３２００１３２００窒素含有量（㎎ ／Ｌ）

０．０３＜０．０１０．０３＜０．０１りん含有量（㎎ ／Ｌ）

２５４，８００２５４，８００ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物（㎎ ／Ｌ）

０．４６０汚水量（㎥ ／日）

排液は全量，産業廃棄物として，年１回程度の頻度で委

託処理するため、事業場からの排出水は増加しない。
その他参考となるべき事項

パーツ洗浄機自動洗浄機種　　類

洗浄物重量　５０㎏洗浄物重量　３００㎏能　　力

１基１基基　　数

許可後許可後工事着手予定年月日

許可後許可後工事完成予定年月日

工事完了後工事完了後使用開始予定年月日

８～１７時８～１７時使用時間間隔

８時間８時間１日当たりの使用時間

なしなし季節的変動の概要

最　大　通　常　最　大　通　常　項　　目

９．１９．１１２．２～１２．４１２．２～１２．４ｐＨ
汚

水

の

汚

染

状

況

３，３００３，３００８６８６化学的酸素要求量（㎎ ／Ｌ）

３１３１＜１＜１浮遊物質量（㎎ ／Ｌ）

９１９１０．５０．５窒素含有量（㎎ ／Ｌ）

８８０８８０９１９１りん含有量（㎎ ／Ｌ）

５３０５３０２．３２．３ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物（㎎ ／Ｌ）

０．０９００．１２０汚水量（㎥ ／日）

排液は全量，産業廃棄物と

して，月１回程度の頻度で

委託処理するため，事業場

からの排出水は増加しない。

排液は全量，産業廃棄物と

して，年１回程度の頻度で

委託処理するため，事業場

からの排出水は増加しない。

その他参考となるべき事項



２７９

　⑸　排出水の汚染状況及び量

　　　変更なし

２　縦覧の期間及び場所

　⑴　期間　令和２年４月１４日から令和２年５月７日

　⑵　場所　神戸市環境局環境保全部環境保全指導課

―――――――――――――――――

神戸市告示第２８号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２第６項の規定により，指定代理納付者を次

のとおり指定したので，神戸市会計規則（昭和３９年３月規則第８１号）第３７条の２第１項の規定

により告示する。

　　令和２年４月１４日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定代理納付者の指定を受けた者

　　東京都渋谷区道玄坂１丁目１４番６号

　　ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社

　　　　代表取締役社長　相浦　一成

２　指定代理納付者に納入させる歳入

　　ふるさと納税寄附金

３　指定代理納付者による代理納付を開始する日

　　令和２年４月１日

―――――――――――――――――

神戸市告示第２９号

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により，ふるさと納税寄附

金の収納の事務を次のとおり委託するので，同条第２項の規定により告示する。　

　　令和２年４月１４日　

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　受託者　

　　東京都目黒区青葉台３丁目６番２８号　

　　株式会社　トラストバンク　

　　　　代表取締役　川村　憲一　

２　委託年月日　

　　令和２年４月１日　

―――――――――――――――――

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



神戸市告示第３０号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２第６項の規定により，指定代理納付者を次

のとおり指定したので，神戸市会計規則（昭和３９年３月規則第８１号）第３７条の２第１項の規定

により告示する。

　　令和２年４月１４日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定代理納付者の指定を受けた者

　　東京都目黒区青葉台３丁目６番２８号　

　　株式会社　トラストバンク　

　　　　代表取締役　川村　憲一

２　指定代理納付者に納入させる歳入

　　ふるさと納税寄附金

３　指定代理納付者による代理納付を開始する日

　　令和２年４月１日

―――――――――――――――――

神戸市告示第３１号

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により，深江浜公園，瀬戸

公園，住吉公園，魚崎浜公園，住吉浜公園，大和公園，諏訪山公園，大倉山公園，磯上公園，

小野浜公園，遠矢浜公園，北神戸田園スポーツ公園，海浜公園，名谷公園，神戸総合運動公園

（球技場及びテニスコートに限る），本多聞南公園，舞子東海浜緑地，垂水健康公園，桜が丘

中央公園，糀台公園及び高塚公園の有料公園施設の使用料の徴収業務を次のとおり委託したの

で，同条第２項の規定により告示する。

　　令和２年４月１４日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　受託者

　　神戸市須磨区緑台

　　公益財団法人神戸市公園緑化協会

　　理事長　桜井　秀憲

２　委託期間

　　令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

―――――――――――――――――

神戸市告示第３２号

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により，総合運動公園サブ

球場の使用料の徴収業務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示する。

　　令和２年４月１４日

    神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２８０



２８１

１　受託者

　　大阪市西区千代崎３丁目北２番３０号

　　オリックス野球クラブ株式会社

　　代表取締役社長　湊　通夫

２　委託期間

　　令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

―――――――――――――――――

神戸市告示第３３号

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により，苔谷公園の有料公

園施設の使用料の徴収業務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示する。

　　令和２年４月１４日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　受託者

　　神戸市垂水区舞子台４丁目１番１号

　　苔谷公園コミュニティセンター管理運営委員会

　　　　委員長　伊藤　美知子

２　委託期間

　　令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

―――――――――――――――――

神戸市告示第３４号

　デザイン・クリエイティブセンター神戸条例（平成２４年３月３０日条例第１９号。以下「条例」

という。））の規定により，デザイン・クリエイティブセンター神戸（以下「センター」とい

う。）の指定管理者の指定を受けたｉｏｐ都市文化創造研究所・ピースリーマネジメント・神

戸商工貿易センター共同事業体が，その収入として収受するセンターの利用にかかる料金（以

下「利用料金」という。）について，条例第１３条第２項の規定により承認したので，同条第３

号の規定により次のとおり告示する。

　　令和２年４月１４日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　利用料金の額

　⑴　施設を使用する者

　　ア　クリエイティブスペースを使用する者　床面積が１００平方メートル以下の区画につい

　　　ては，１平方メートル１月につき２，０００円，床面積が１００平方メートルを超える区画につ

　　　いては，１平方メートル１月につき１，８１９円

　　イ　条例第６条第１項ただし書きに規定する駐車場を使用する者　１台１区画１月につき

　　　１０，０００円

　　ウ　多目的ホールを使用する者　床面積が６００平方メートルを超える区画については，１

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



　　　平方メートル１時間につき９円，床面積が１００平方メートルを超え６００平方メートル以下

　　　の区画については，１平方メートル１時間につき７．５９円，床面積が６０平方メートルを超

　　　え１００平方メートル以下の区画については，１平方メートル１時間につき６円，床面積

　　　が６０平方メートル以下の区画については，１平方メートル１時間につき９円

　　エ　セミナー・ワークショップスペースを使用する者　１平方メートル１時間につき１５円

　　オ　ギャラリーを使用する者　床面積が２００平方メートルを超える区画については，１平

　　　方メートル１時間につき７．１９円，床面積が１００平方メートルを超え２００平方メートル以下

　　　の区画については，１平方メートル１時間につき１５円，床面積が６０平方メートルを超え

　　　１００平方メートル以下の区画については，１平方メートル１時間につき６円，床面積が

　　　６０平方メートル以下の区画については，１平方メートル１時間につき９円

　　カ　次に定める場合の利用料金は，アからオに規定する額の２倍とする。

　　　契　専ら物品等の販売

　　　形　入場料金（３，０００円以上）を徴収

　　　径　出展料を徴収

　　キ　アに規定する金額に，面積を乗じ百円未満を切り捨てた額を施設の１月あたりの利用

　　　料金とする。

　　ク　ウからオに規定する金額に，面積及び利用時間を乗じ，百円未満を切り捨てた額を施

　　　設ごとの利用料金とする。

　⑵　附属設備を使用する者

　　ア　キッチン　１日につき５，０００円

　　イ　大型プロジェクター　１日１回につき５，０００円

　　ウ　ワイヤレスマイクセット　１日１回につき１０，０００円

　　エ　音響システム　１日１回につき２０，０００円

　　オ　多目的ホールの空調機器　全面１時間につき１，０００円又は５００円

　　カ　ギャラリーの空調機器　全面１時間につき５００円

　　キ　電気室，機械室等の電気設備を使用する場合　使用電力１㎾／ｈにつき２２円

　　ク　コピー機（Ａ４・Ａ３・Ｂ４）　白黒１枚につき１０円，カラー１枚につき３０円

２　利用料金の減免

　⑴　指定管理者がセンターの事業として使用するとき　免除

　⑵　市と指定管理者が協議を行い，特に必要があると認めるとき　協議により定める額の減

　　額

３　利用料金の返還

　⑴　利用料金の返還は次のとおりとする。

　　ア　天災地変，不可抗力その他使用者の責に帰することのできない理由により施設を使用

　　　できないとき　利用料金の全額

　　イ　条例第１７条第２項の規定による処分により使用することができなくなったとき及び指

　　　定管理者が返還すべき正当な理由があると認めたとき　利用料金の全額

　　ウ　多目的ホール又はギャラリーの使用者が，利用日の６ヶ月前の日（休館日の場合はそ

　　　の翌日）までに使用許可の取り消しを申し出て，取り消しを受けたとき　利用料金の全

　　　額
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２８３

　　エ　多目的ホール又はギャラリーの使用者が，利用日の６ヶ月前の日（休館日の場合はそ

　　　の翌日）から利用日の３０日前の日（休館日の場合はその翌日）までに使用許可の取り消

　　　しを申し出て，取り消しを受けたとき　利用料金の半額

　　オ　セミナー・ワークショップスペースの使用者が利用日の３ヶ月前の日（休館日の場合

　　　はその翌日）までに使用許可の取り消しを申し出て，取り消しを受けたとき　利用料金

　　　の全額

　　カ　セミナー・ワークショップスペースの使用者が，利用日の３ヶ月前の日（休館日の場

　　　合はその翌日）から利用日の３０日前の日（休館日の場合はその翌日）までに使用許可の

　　　取り消しを申し出て，取り消しを受けたとき　利用料金の半額

　⑵　前号以外の理由で，返還の申請があった場合は，市と指定管理者が協議を行い，市が決

　　定する。

４　施行日

　　令和２年４月１日

―――――――――――――――――

神戸市告示第３５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

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４月２８日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年４月１４日

   神戸市

   代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――
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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 　２０．８０

最小　 １０．３０

１４９．４０新神戸市北区淡河町神影字西

浦６６３番７地先から

神戸市北区淡河町神影字岡

７０８番５地先まで

野瀬水上線市道

最大 　１２．８０

最小　　４．４０

１４９．４０旧

最大 　１３．００

最小　 １２．８０

１５．００新神戸市北区淡河町神影字岡

７０８番５地先から

神戸市北区淡河町神影字岡

７１０番地先まで

神影山田線市道

最大 　１２．８０

最小　 １０．８０

１５．００旧



神戸市告示第３６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４月１５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４月２８日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年４月１４日

   神戸市

   代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３７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４月１５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４月２８日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年４月１４日

   神戸市

   代表者　神戸市長　久　元　喜　造
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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　 １７．８０

最小　 １１．６０

４０．００新神戸市須磨区車字口中ノ尾

７３３番１地先から

神戸市須磨区車字奥中ノ尾

７６７番１地先まで

神戸三木線県道

最大 　１７．８０

最小　 １１．００

４０．００旧

最大　　８．８０

最小　　８．００

１５５．００新神戸市須磨区若草町２丁目

１１５７番３１地先から

神戸市須磨区車字口中ノ尾

７３８番３地先まで

須磨里２９５号

線

市道

最大　　８．１０

最小　　４．９０

１５５．００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　　６．４０

最小　　２．００

１３．９０新神戸市北区東大池１丁目

３５４３番２地先から

神戸市北区東大池１丁目

３５４５番１地先まで

有野里４０８号

線

市道

最大　　２．００

最小　　２．００

１３．９０旧



２８５

  公     告  

神戸市公告第１５２２号

　一般競争入札により落札者を決定したので，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）第４条に規定する特定調達契約です。

　　令和２年３月２７日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称及び数量

　　（仮称）新中央区総合庁舎他建設工事

　　鉄骨造地下１階地上１３階建て　庁舎及び文化施設　１棟

　　延べ　１９，３４１．９８平方メートル

　　既存建物取壊し工　一式

　　本庁舎４号館改修工　一式

　　東町筋歩道改修工　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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　落札者を決定した日

　　令和２年２月２１日

４　落札者の氏名及び住所

　　大林組・神鋼興産建設特定建設工事共同企業体

　　　　代表者　株式会社大林組神戸支店

　　　　　　　　執行役員支店長　塔本　均

　　神戸市中央区加納町４丁目４番１７号

５　落札金額

　　５１億４，８００万円

６　契約の相手方を決定した手続

　　入札価格が神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第１０条

　の規定により定めた予定価格の制限の範囲内にあり，かつ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者としました。

７　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

　　令和元年１２月６日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５２３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
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１１条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年３月２７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　普通教室用固定式机及び椅子購入（その１）

２　数量

　　机　　　　３，１８７台

　　いす　　　３，２２１脚

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１５日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社ドテヤマビジネス

　　　　代表取締役　広瀬　正

　　神戸市兵庫区中道通３丁目２番１０号

６　落札金額

　　２８，９５１，８００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

　　令和元年１１月２０日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５２４号

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

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

１１条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年３月２７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　普通教室用固定式机及び椅子購入（その２）

２　数量

　　机　　　　３，４４９台

　　いす　　　３，４８３脚
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２８７

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１５日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社顕木

　　　　代表取締役　桂田　智生

　　神戸市兵庫区上沢通３丁目３番６号

６　落札金額

　　３１，０５９，９３０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

　　令和元年１１月２０日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５２５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３月２７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　電話機の調達（東部）

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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月３１日

５　落札者の氏名及び住所

　　田中工業株式会社

　　　　取締役社長　田中　典和

　　神戸市中央区筒井町３丁目１０番１９号

６　落札金額
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　　６，８９０，０００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

　　令和元年１２月１１日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５２６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３月２７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　電話機の調達（西部）

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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月３１日

５　落札者の氏名及び住所

　　田中工業株式会社

　　　　取締役社長　田中　典和

　　神戸市中央区筒井町３丁目１０番１９号

６　落札金額

　　５，９１０，０００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

　　令和元年１２月１１日

―――――――――――――――――
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２８９

神戸市公告第１５２７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３月２７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　電話機の調達（北部）

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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月３１日

５　落札者の氏名及び住所

　　田中工業株式会社

　　　　取締役社長　田中　典和

　　神戸市中央区筒井町３丁目１０番１９号

６　落札金額

　　５，２８０，０００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

　　令和元年１２月１１日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５２８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３月２７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　令和元年度ＬＥＤ防犯灯器具購入（その３）

２　数量
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　　５，０００基

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年３月３日

５　落札者の氏名及び住所

　　東洋電気工事株式会社

　　　　代表取締役　合田　吉伸

　　神戸市兵庫区駅前通５丁目１番１８号

６　落札金額

　　１５，５００，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

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

　低の価格をもって入札した者を落札者としました。

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

　　令和２年１月１５日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５２９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３月２７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　円筒型歩道照明他灯具・柱購入

２　数量

　　７７基

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年３月３日

５　落札者の氏名及び住所

　　コガセ工業株式会社

　　　　代表取締役　福居　一道

　　神戸市灘区新在家南町２丁目３番１５号
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２９１

６　落札金額

　　１４，８００，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

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

　低の価格をもって入札した者を落札者としました。

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

　　令和２年１月３１日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５３０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３月２７日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　神戸市内　一般街路灯（ＬＥＤ灯）賃貸借

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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年３月３日

５　落札者の氏名及び住所

　　三井住友トラストパナソニックファイナンス株式会社

　　　　代表取締役　　神代　顕彰

　　東京都港区芝浦１丁目２番３号

６　落札金額

　　１，１１８，０９６，０００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１月１５日

―――――――――――――――――
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神戸市公告第１５３１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３月２７日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　ＩＣＴ機器借上げ【一部既設校等】

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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月３１日

５　落札者の氏名及び住所

　　ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

　　　　神戸営業所長　　近藤　晃司

　　神戸市中央区東町１２６番地

６　落札金額

　　８７０，０００円（１月当り単価）

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

　　令和元年１２月１８日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５３２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３月２７日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る物品の名称及び調達の種類

　　ＩＣＴ機器借上【小学校後期】

２　数量
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２９３

　　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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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３月３日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　日通商事株式会社

　　　　大阪支店長　日比　伸幸

　　大阪市北区中津５丁目４番１０号

６　随意契約に係る契約金額

　　３，８００，０００円（１月当り単価）

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１月１５日

９　随意契約の理由

　　再度の入札に付し落札者がなかったため。

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５３３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３月２７日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　ＩＣＴ機器借上（神戸市小学校前期その２）

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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年３月３日

５　落札者の氏名及び住所

　　日通商事株式会社

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



　　　　大阪支店長　日比　伸幸

　　大阪市北区中津５丁目４番１０号

６　落札金額

　　１５５，３００円（１月当り単価）

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１月２２日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５３４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３月２７日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市経済観光局中央卸売市場東部市場電気調達

２　数量

　　７，００８，０００キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１７日

５　落札者の氏名及び住所

　　関西電力株式会社

　　　　代表取締役　岩根　茂樹

　　大阪市北区中之島３丁目６番１６号

６　落札金額（消費税込み）

　　８８，４６１，７６８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

　　令和元年１１月１３日
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―――――――――――――――――

神戸市公告第１５３５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３月２７日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市経済観光局中央卸売市場西部市場電気調達

２　数量

　　２，９４４，０９０キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１７日

５　落札者の氏名及び住所

　　関西電力株式会社

　　　　代表取締役　岩根　茂樹

　　大阪市北区中之島３丁目６番１６号

６　落札金額（消費税込み）

　　４３，４０３，２４７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

　　令和元年１１月１３日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５３６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３月２７日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称
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　　神戸市建設局王子動物園電気調達

２　数量

　　２，８７９，０００キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１７日

５　落札者の氏名及び住所

　　関西電力株式会社

　　　　代表取締役　岩根　茂樹

　　大阪市北区中之島３丁目６番１６号

６　落札金額（消費税込み）

　　４０，４６５，４４０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

　　令和元年１１月１３日

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５３７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３月２７日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市港湾局新港第４突堤電気調達

２　数量

　　１，０６３，１００キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１７日

５　落札者の氏名及び住所

　　関西電力株式会社

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２９６



２９７

　　　　代表取締役　岩根　茂樹

　　大阪市北区中之島３丁目６番１６号

６　落札金額（消費税込み）

　　１７，６１４，４１０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

　　令和元年１１月１３日

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５３８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３月２７日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市環境局資源リサイクルセンター電気調達

２　数量

　　１，１１２，１９９キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１７日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

　　　　代表取締役　沖　隆

　　東京都港区芝浦３丁目１番２１号

６　落札金額（消費税込み）

　　１７，８６３，２２７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

　　令和元年１１月１３日

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



―――――――――――――――――

神戸市公告第１５３９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３月２７日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市環境局事業所等１０施設電気調達

２　数量

　　１，３３６，１６２キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１７日

５　落札者の氏名及び住所

　　中部電力株式会社

　　　　代表取締役社長　社長執行役員　勝野　哲

　　名古屋市東区東新町１番地

６　落札金額（消費税込み）

　　２０，９６９，７９３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

　　令和元年１１月１３日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５４０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３月２７日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ２９８



２９９

　　神戸市環境局排水管理施設等７施設電気調達

２　数量

　　４，４８５，０１３キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１７日

５　落札者の氏名及び住所

　　関西電力株式会社

　　　　代表取締役　岩根　茂樹

　　大阪市北区中之島３丁目６番１６号

６　落札金額（消費税込み）

　　６３，３８１，２９７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

　　令和元年１１月１３日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５４１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３月２７日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市立工業高等専門学校電気調達

２　数量

　　１，５００，０００キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１７日

５　落札者の氏名及び住所

　　中部電力株式会社

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



　　　　代表取締役社長　社長執行役員　勝野　哲

　　名古屋市東区東新町１番地

６　落札金額（消費税込み）

　　２２，２４８，７１６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

　　令和元年１１月１３日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５４２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３月２７日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市立学校園電気調達（４月開始分）

２　数量

　　１９，３７０，３５１キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１７日

５　落札者の氏名及び住所

　　中部電力株式会社

　　　　代表取締役社長　社長執行役員　勝野　哲

　　名古屋市東区東新町１番地

６　落札金額（消費税込み）

　　３１１，５１４，１２５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

　　令和元年１１月１３日

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３００



３０１

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５４３号

　神戸ファッション美術館条例施行規則（平成９年４月規則第１０号）第１０条第１項第３号の規

定により，神戸ファッション美術館（展示室に限る。）を次のとおり休館する。

　　令和２年３月３０日

    神戸市長　久　元　喜　造　

休館日

　　令和２年３月３１日（火）から令和２年４月１７日（金）まで

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５４４号

　都市公園を廃止するので，神戸市都市公園条例（昭和３３年３月条例第５４号）第３条の規定に

より，次のとおり公告します。

　　令和２年３月３０日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　区域を変更する都市公園

　⑴　名称，位置及び区域

　⑵　供用廃止の年月日

　　　令和２年３月３１日から

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５４５号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の３８第１項の規定に基づき，認可地縁団体が所

有する不動産について所有権の保存又は移転の登記をするため，所有不動産の登記移転等にか

かる公告申請があり，当該申請について相当と認めたので，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３月３０日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　申請を行った認可地縁団体の名称，区域及び主たる事務所

　⑴　名称　神付自治会

　⑵　区域　神戸市北区大沢町神付全域

　⑶　主たる事務所　神戸市北区大沢町神付１０１番地

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

備　　考区　　域位　　置名　　称

廃止
神戸市建設局公園部管理課

備付けの図面のとおり

北区

鹿の子台

南町４

鹿の子台ファミリーファーム



２　申請不動産に関する事項

　⑴　土地

　　上記土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３０２

所　在　地面　積地目

神戸市北区大沢町神付字大谷２０７番５１３０㎡山林

神戸市北区大沢町神付字黒岩２７８番７９㎡山林

神戸市北区大沢町神付字西尾５５９番１９８３㎡山林

神戸市北区大沢町神付字中尾６２０番５１２㎡山林

神戸市北区大沢町神付字東山７６０番３９６㎡山林

神戸市北区大沢町神付字東山７６１番１２８９㎡山林

住　　所氏名又は名称

神戸市北区大沢町神付１３３番地岩田　恪夫

長野県伊那市大字東春近１０５２４番地小林　ふみ

神戸市北区大沢町神付４３３番地寺岡　恔

神戸市北区大沢町神付４７番地東岡　通夫

神戸市北区大沢町神付４８６番地の１向井　優

神戸市北区大沢町神付４４８番地の１中尾　武夫

神戸市北区八多町附物２０９番地の２東澤　勝見

神戸市北区大沢町神付４６０番地上中　ゆきゑ

神戸市北区大沢町神付４５９番地清水　勇

神戸市北区有野町有野８２３番地の３東中　豊

神戸市北区大沢町神付１６１番地西澤　水男

大阪府池田市神田一丁目１０番１８号冨田　久雄

神戸市須磨区高倉台六丁目１番１７－４０２号西澤　誠二

神戸市垂水区城が山三丁目２番１号栗田　茂

神戸市北区大沢町神付１９４番地の１西岡　進二

神戸市北区大沢町神付１１３番地辻井　壽延

神戸市北区大沢町神付４９０番地東本　晄

神戸市北区大沢町神付１２１番地谷畑　壽壽代

神戸市北区大沢町神付２８１番地大谷　明郎

神戸市北区大沢町神付６６番地上西　壽

神戸市北区大沢町神付１０１番地辻井　要

神戸市北区大沢町神付８２番地の１岩田　邦男

神戸市北区大沢町神付１５番地中西　昇

神戸市北区有野町有野７７９番地前田　利治



３０３

３　申請事項に関し異議を述べることができる者の範囲

　　申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請

　不動産の所有権を有することを疎明する者

４　異議を述べる期間

　　令和２年３月３０日から令和２年６月３０日まで

５　異議を述べる方法

　　地方自治法施行規則第２２条の３第２項に規定する申出書及び関係書類の提出による

６　異議申出書提出先

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　神戸市市民参画推進局市民協働課

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５４６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項及び第４項の規定

により，離宮公園の供用日及び供用時間を次のとおり変更する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

①令和２年４月２日（木），２３日（木），７月２５日（土），１０月２２日（木），２９日（木），

　１１月１９日（木），２６日（木），１２月３日（木），及び令和３年２月１２日（金），３月２５日

　（木）の各日の午前９時から午後５時まで臨時開園する｡

②令和２年５月２１日（木），２８日（木）の各日の午前９時から午後６時まで臨時開園する｡

③令和２年８月１３日（木）の午前９時から午後８時まで臨時開園する｡

④令和２年１０月１日（木）の午前９時から午後９時まで臨時開園する｡

⑤令和３年１月２２日（金）から２７日（水）の各日の午前９時から午後５時を臨時閉園する｡

⑥令和２年５月８日（金）から３１日（日），６月２６日（金）から７月１２日（日）の各日の午後

　５時から午後６時まで臨時供用する｡

⑦令和２年５月１６日（土），８月１４日（金），１５日（土），１６日（日），１０月３１日（土），１１

　月１４日（土），１５日（日），２１日（土），２２日（日），２３日（月・祝），２８日（土），２９日

　（日），１２月５日（土），６日（日）の各日の午後５時から午後８時まで臨時供用する｡

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５４７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，令和２年３月１４日（土），１５日（日），４月３０

日（木），５月１日（金），７日（木），８日（金）の閉園時間を午後８時３０分に変更する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



―――――――――――――――――

神戸市公告第１５４８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項及び第４項の規定

により，しあわせの森プールについて，令和２年４月１日（水）から令和３年３月３１日（水）

までの火曜日の午前９時から午後１時までを臨時供用する。ただし，毎月第３火曜日は除く。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５４９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項及び第４項の規定

により，しあわせの森トレーニング室，スタジオ，体育館の供用日を次のとおり変更する。

　　令和２年３月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　トレーニング室，スタジオ

　①　令和２年４月７日（火），５月５日（火），１２月２９日（火），令和３年１月５日（火）

　　及び３月３０日（火）の午前９時から午後９時までを臨時供用する。

　②　令和２年７月２２日（水）から８月３１日（月）までの火曜日の午前９時から午後９時まで

　　を臨時供用する。

２　体育館

　　令和２年８月１８日（火）の午前９時から午後９時までを臨時供用する。

―――――――――――――――――

神戸市公告第３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４月１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３０４

深江大橋ポンプ場３号汚水ポンプ機械設備工事工 事 名

神戸市東灘区深江浜町１５９　深江大橋ポンプ場内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，深江大橋ポンプ場内，３号汚水ポンプ，室内排水ポンプを更新するも

のである。

３号汚水ポンプ他機械設備工・・・１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金



３０５

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４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

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

単独企業形態

機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可建設業の許可

　下水道法上の終末処理場又はポンプ場において，立軸渦巻斜流ポンプ

を新設又は更新する工事を，元請として平成１７年度以降に完成させた実

績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑴⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

その他



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４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３０６

令和２年４月１日（水）～４月７日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所

令和２年４月１０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

第１日目　令和２年４月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月９日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「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



３０７

―――――――――――――――――

神戸市公告第４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４月１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４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

鵯越斎場便所改修及び鵯越墓園バス停上屋設置他工事工 事 名

神戸市北区山田町下谷上字中一里山１４－１及び１２－１工事場所

令和２年９月３０日完成期限

便所改修及び新設，これに伴う電気・機械設備工事，トップライト改修及びバ

ス停上屋設置
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３０８

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年４月１日（水）～４月７日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，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４月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月９日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「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４月１０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



３０９

　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５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４月１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４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４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

総合福祉センター体育室天井他改修工事工 事 名

神戸市中央区橘通３－４－１工事場所

令和２年８月３１日完成期限

体育室天井改修及びコンクリートブロック積塀改修工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

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４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３１０

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年４月１日（水）～４月７日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，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４月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月９日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「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４月１０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」

方 法



３１１

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６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４月１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４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４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

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

東部市場仲卸売場棟排風機更新工事工 事 名

神戸市東灘区深江浜町１－１工事場所

令和２年７月１７日完成期限

東部市場仲卸売場棟排風機更新工事に伴う，機械設備・電気設備工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

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
等級



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４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３１２

請負入札参加資格における等級をいう。

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年４月１日（水）～４月７日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，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４月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月９日（木）午前９時～午後３時
日 時



３１３

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７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４月１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年４月１０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

　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

（主）明石神戸宝塚線（カーブ№８８近傍）排水構造物改修他工事工 事 名

神戸市灘区六甲山町工事場所

令和２年１０月３１日完成期限

土工　一式，プレキャスト街渠工　Ｌ＝４８２ｍ，現場打街渠工　Ｌ＝５ｍ，

街渠桝工　Ｎ＝３８箇所，側溝工　Ｌ＝９７ｍ，管渠工　Ｌ＝１ｍ，
工事概要



２　入札に参加する者に必要な資格

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

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４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３１４

車道Ａｓ舗装工　Ａ＝３，８３１㎡，歩道Ａｓ舗装工　Ａ＝３２１㎡，区画線工　一式，

構造物取壊工　一式

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

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　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

その他



３１５

　　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４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

令和２年４月１７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

令和２年４月１日（水）～４月１４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４月１５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月１６日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



―――――――――――――――――

　

神戸市公告第８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４月１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４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３１６

小部小学校・小部東小学校外壁改修他工事工 事 名

神戸市北区鈴蘭台北町３－８－１（小部小学校）

神戸市北区鈴蘭台北町７－１１－２２（小部東小学校）
工事場所

令和２年１２月２１日完成期限

外壁改修工事及び屋上防水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又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

建築一般の総合点数が１，０３０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

その他



３１７

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４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年４月１７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

令和２年４月１日（水）～４月１４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４月１５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月１６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



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９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４月１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４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３１８

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

兵庫勤労市民センター天井耐震化工事工 事 名

神戸市兵庫区羽坂通４－１－１工事場所

令和２年１０月３０日完成期限

体育館天井耐震化工事及びそれに伴う設備改修工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事
等級



３１９

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４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

請負入札参加資格における等級をいう。

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年４月１日（水）～４月１４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４月１５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月１６日（木）午前９時～午後３時
日 時



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０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４月１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３２０

令和２年４月１７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

　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

淡河小学校外壁改修他工事工 事 名

神戸市北区淡河町萩原５２４工事場所

令和２年１１月２０日完成期限



３２１

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）

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

防水改修工事，屋根改修工事，落下防止工事，老朽化改修工事及びその他改修

工事
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般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　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

その他



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４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３２２

令和２年４月１日（水）～４月１４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

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年４月１７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

第１日目　令和２年４月１５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月１６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
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　　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１１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４月１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。）
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神戸空港造成及びその他整備工事（その１５）工 事 名

神戸市中央区神戸空港他工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年６月３０日完成期限

造成工　１式，附帯工　１式，防災工　１式，調査工　１式，計測工　１式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　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

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級　　　　

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

その他



３　総合評価に関する事項

４　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

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
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　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

　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

令和２年４月１日（水）～４月１４日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年４月１５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月１６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
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８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

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

　補者を決定する。

１１　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）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
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「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。

第１日目　令和２年４月１５日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年４月１６日（木）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

契約監理課への持参による。方 法

令和２年４月１７日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　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４月２４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



　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１２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４月１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ＬＥＤ防犯灯器具購入（その１）

　⑵　数量

　　　ＬＥＤ防犯灯器具　５，０００基

　⑶　納入場所

　　　東部建設事務所（東灘区御影塚町２－２７－２０）

　　　中部建設事務所（兵庫区湊川町２－１－１２）

　　　北建設事務所（北区有野町唐櫃字種池３０６４）

　　　西部建設事務所（須磨区妙法寺字ヌメリ石１－１）

　　　垂水建設事務所（垂水区福田５－６－２０）

　　　西建設事務所（西区玉津町今津字宮の西３３３－１）

　⑷　納入期限

　　　令和２年８月３１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
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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
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　　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

　　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。

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４月１５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４月１５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４月１６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
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　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年４月１７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５月２１日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年５月２２日（金）　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５月２２日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年５月２１

　　　日（木）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５月２２日（金）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。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３２８



３２９

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

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

　問わず，規則第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４月１７日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　本調達後において予定する調達（ただし，時期及び数量については変更することがありま

　す。）

　⑴　物品の名称

　　　令和２年度ＬＥＤ防犯灯器具購入

　⑵　納入期限

　　　令和３年２月２８日まで

　⑶　数量

　　　２０，０００基

１７　Summary

　⑴　Contract Content : LED road light（No.１） .

　⑵　Estimated Quantity : 5,000units
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　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. April 17, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. May 22, 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１３号

　令和２年１月３１日付け神戸市公告第１２５３号，令和元年１１月１日付け神戸市公告第８９１号及び

昭和６０年１０月２９日付け神戸市公告第２６４号の一部を次のように改正し，令和２年４月１日以降

の入札参加資格の申請及び令和２年４月１日以降に付される不用物品の売買契約に係る入札に

ついて適用するので公告する。

　　令和２年４月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造　

第１条　令和２年１月３１日付け神戸市公告第１２５３号の一部を次のように改める。

　第２項及び第６項中「財政部」を削る。

第２条　令和元年１１月１日付け神戸市公告第８９１号の一部を次のように改める。

　第２項中「財政部」を削る。

第３条　昭和６０年１０月２９日付け神戸市公告第２６４号の一部を次のように改める。

　第２項，第３項表及び第５項第３号中「財政部」を削る。

―――――――――――――――――

神戸市公告第１４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４月１日の翌日から起算

して１５日間（令和２年４月１６日まで）神戸市経済観光局農政部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４月１６日の翌日から起算して１５日以内（令和２年５月

１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４月１日

   神戸市

   代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

１　意見書の提出先等
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　⑴　提出先　神戸市経済観光局農政部計画課

　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４月１６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部計画課

　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部計画課

　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４月１７日）から令和２年５

　　　月１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部計画課

　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

　　　・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
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神戸市公告第３４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４月１４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

　　神戸市灘区薬師通２丁目２番１，２番２の一部，２番３　

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市中央区花隈町６－９

　　　株式会社　アルデックス

　　　　代表取締役　地福　保治

３　許可番号

　　令和元年８月１６日　第６９７３号

　　（変更許可　令和２年２月１８日　第１３６４号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第３５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４月１４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

　　神戸市西区北別府４丁目２０８３番３，２０８３番１２，２０８３番１３，２０８３番１５，２０８４番１，

　　２０８４番２，２０８４番４，２０８４番１８，２０８４番１９

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都江東区木場５丁目１０番１０号

　　株式会社一条工務店

　　　代表取締役　岩田　直樹

３　許可番号

　　令和元年５月１６日　第６９５６号

　　（変更許可　令和２年２月１３日　第１３５９号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第３６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。
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　　令和２年４月１４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

　　神戸市西区小山２丁目２１５番１，２１５番７，２１５番１地先水路の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　大阪市阿倍野区天王寺北３丁目１５番２６号

　　八光自動車工業株式会社

　　　代表取締役　池田　淳八

３　許可番号

　　令和元年１２月９日　第６９９９号

―――――――――――――――――

神戸市公告第３７号

　都市公園を設置するので，神戸市都市公園条例（昭和３３年３月条例第５４号）第３条の規定に

より，次のとおり公告します。

　　令和２年４月１４日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　設置する都市公園

　⑴　名称，位置及び区域

　⑵　供用開始の年月日

　　　令和２年４月１４日

―――――――――――――――――

神戸市公告第３８号

　都市公園の区域を変更するので，神戸市都市公園条例（昭和３３年３月条例第５４号）第３条の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年４月１４日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　区域を変更する都市公園

　⑴　名称，位置及び区域
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区　　　域位　　　置名　　称

神戸市建設局公園部管理課

備付けの図面のとおり

　　　　　２丁目

北区京地　３丁目

　　　　　４丁目

北神星和台周辺緑地

備　考区　　域位　　置名　　称

拡張神戸市建設局公園部管理課東灘区魚崎西町４丁目魚崎西町公園



　⑵　供用開始の年月日

　　　令和２年４月１４日

―――――――――――――――――

神戸市公告第３９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４月１４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

　　神戸市北区赤松台１丁目２番１３，２番２７のうち１工区

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　大阪市西淀川区姫島５丁目１２－２０

　　株式会社　野村鍍金　

　　　代表取締役　野村　修平

　　京都府福知山市字多保市小字手次１０６番地

　　株式会社　フレッシュクリエイター

　　　代表取締役社長　堀口　仁武

３　許可番号

　　令和２年２月２８日　第７０１７号

  区  役  所  

区長訓令甲第２号

区　役　所　 

　区長の権限に属する事務の専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　令和２年３月３１日

東灘区長　金　谷　勇　一　

灘区長　　廣　瀨　万希子　

中央区長　清　家　久　樹　

兵庫区長　小　林　隆一郎　

北区長　　谷　　　真　行　

長田区長　増　田　　　匡　

須磨区長　片　山　昌　俊　

垂水区長　八　木　　　真　
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西区長　　衣　川　　　彰　

　区長の権限に属する事務の専決規程の一部を改正する訓令

　区長の権限に属する事務の専決規程（平成９年３月区長訓令甲第１号）の一部を次のように

改正する。

　第３条中「神戸市事務分掌規則第２２１条第１項」を「神戸市事務分掌規則（平成３１年３月規

則第６６号）第２２６条第１項」に改める。

　第４条中「第２２１条第１項」を「第２２６条第１項」に改め，同条総務部総務課長専決事項の項

第２号中「，兵庫区役所」を削る。

　第５条（見出しを含む。）中「出張所長」を「西神中央出張所長」に改める。

　第７条中「出張所長」を「西神中央出張所長」に，「第２２３条第２項」を「第２２８条第２項」

に改める。

　別表中「出張所長」を「西神中央出張所長」に改める。

　別表調達（物件，労力その他）の項中「（物件，労力その他）」を削り，同表負担金，補助

金，交付金，奨励金その他これらに類するものの項から立替払金の項までを次のように改める。

　　　附　則

　この訓令は，令和２年４月１日から施行する。

  水  道  局  

　神戸市水道局収納事務の事業者委託に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和２年３月２７日

神戸市水道事業管理者　広　瀬　朋　義　

神戸市水道管理規程第３１号
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　変更については，変更後の総

額に基づく決裁区分によるもの

とする。ただし，減額により，

変更後の決裁区分が変更前の決

裁区分よりも下位の区分となる

場合は，上記にかかわらず変更

前の決裁区分によることとする。

１００万円以下３００万円以下負担金，補助金，交

付金，奨励金その他

これらに類するもの

１００万円以下①　３００万円以下

②　３００万円を超

えるもの

（定例的な報酬又

は報償）

謝金，職員以外の旅

費その他これらに類

するもの

全て―前渡金

　１万円以下　５万円以下立替払金



　　　神戸市水道局収納事務の事業者委託に関する規程の一部を改正する規程

　神戸市水道局収納事務の事業者委託に関する規程（平成７年９月水道管理規程第３号）の一

部を次のように改正する。

　第１条を次のように改める。

　（趣旨）

第１条　この規程は，地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定により，水

　道料金等の収納事務を委託するにあたり，必要な事項を定める。

　第２条各号列記以外の部分中「コンビニ本部」を「私人」に改め，同条第４号を次のように

改める。

　⑷　削除

　第２条第５号中「コンビニ本部の電子計算機処理システムが，」を削る。

　第３条中「コンビニ本部に」を削る。

　第４条を次のように改める。

第４条　削除

　第５条第２項中「受託者の電子計算機処理システムに適合する」を削り，同条第３項中「現

金」の次に「（小切手その他現金に準ずるものであって，管理者が認めるものを含む。）」を

加える。

　第６条第１項中「受託者」を「収納事務の委託を受けた私人（以下「受託者」という。）」

に改める。

　第７条中「及び第４条の取扱店舗」を削る。

　　　附則

　この管理規定は，令和２年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　神戸市工業用水道条例施行規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和２年３月２７日

神戸市水道事業管理者　広　瀬　朋　義　

神戸市水道管理規程第３２号

　　　神戸市工業用水道条例施行規程の一部を改正する規程

　神戸市工業用水道条例施行規程（昭和３９年４月水道管理規程第６号）の一部を次のように改

正する。

　第２条中「瞬間における」を「１秒当りの使用」に改める。

　第１８条中「及び申請書」を削る。

　第１９条第１項中「設計書」の次に「（第９号様式）」を加え、同条第３項を削る。

　第２３条中「（第９号様式）」を「（第１０号様式）」に改める。

　第２４条第１項中「（第１０号様式）」を「（第１１号様式）」に改める。

　第２７条中「（第１１号様式）」を「（第１２号様式）」に改める。

　第７号様式（第１８条関係）及び第８号様式（第１９条関係）を次のように改める。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３３６



３３７ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３３８
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　（水道局職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規程の一部改正）

第６条　水道局職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規程（昭和３３年３月水道管理規程第１２

　号）の一部を次のように改正する。

　　第１条中「（臨時的任用職員を除く。）」を削る。

　（神戸市水道局企業職員の育児休業等に関する規程の一部改正）

第７条　神戸市水道局企業職員の育児休業等に関する規程（平成４年４月水道管理規程第３ 

　号）の一部を次のように改正する。

　　第２条の２に次の１項を加える。

　２　条例第１５条第２号イの任命権者が定める非常勤職員は，次に掲げる者とする。

　　⑴　１週間の勤務日数が３日以上であり，かつ１日の勤務時間が６時間以上であるもの

　　⑵　週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で１年間の勤務日数が１２１

　　　日以上であり，かつ１日の勤務時間が６時間以上であるもの

　（神戸市水道局職員証発行規程の一部改正）

第８条　神戸市水道局職員証発行規程（平成１８年１２月水道管理規程第８号）の一部を次のよう

　に改正する。

　　第１条に次のただし書を加える。

　　　ただし，会計年度任用職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項

　　の規定により任用された職員をいう。）を除く。

　　　附　則

　この管理規程は令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　

神戸市水道告示第３２号

　神戸市指定給水装置工事事業者規程（平成１０年３月水道管理規程第１０号）第５条の規定によ

り次のとおり神戸市指定給水装置工事事業者を指定したので，同規程第１０条の規定により告示

する。

　　令和２年４月１４日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

―――――――――――――――――

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３５４

指定年月日
事　　　業　　　所事　　　業　　　者

所　在　地名　　称代表者所　在　地氏名又は名称

令和２年

３月３１日
岸和田市極楽寺町５５６－３

新和設備株式会

社

代表取締役

新家　充
岸和田市極楽寺町５５６－３

新和設備株式会

社

令和２年

３月３１日
明石市中崎２丁目４－１－１３１４

株式会社ＯＭＯ

ＴＥＮＡＳＨＩ産業

千住組

代表取締役

千住　啓介
明石市中崎２丁目４－１－１３１４

株式会社ＯＭＯ

ＴＥＮＡＳＨＩ産業

千住組

令和２年

３月３１日

神戸市東灘区御影本町６丁目１３－

１０－２０２
勝栄組

代表　　　

安井　政弘

神戸市東灘区御影本町６丁目１３－

１０－２０２
勝栄組



３５５

神戸市水道告示第３５号

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

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

の規定により告示する。

　　令和２年４月１４日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１４２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３月２７日

神戸市水道事業管理者　広　瀬　朋　義　

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市水道局センター５施設及び北野会館電気調達

２　数量

　　１，３９５，０６８キロワットアワー

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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１７日

６　落札者の氏名及び住所

　　中部電力株式会社

　　　　代表取締役社長　社長執行役員　勝野　哲

　　愛知県名古屋市東区東新町１番地

７　落札金額

　　２０，３６３，３５９円

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

廃止年月日
事　　　業　　　所事　　　業　　　者

所　在　地名　　称代表者所　在　地氏名又は名称

令和２年

２月２０日
神戸市東灘区田中町３丁目１０－１０

株式会社内海商

会

代表取締役　

内海　啓
神戸市東灘区田中町３丁目１０－１０

株式会社内海商

会

令和２年

２月２９日
神戸市西区玉津町今津５３１－６竹中設備竹中　京正神戸市西区玉津町今津５３１－６竹中設備



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

　　令和元年１１月１３日

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１４３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３月２７日

神戸市水道事業管理者　広　瀬　朋　義　

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市水道局車ポンプ場他１１施設電気調達

２　数量

　　１３，４８８，３０８キロワットアワー

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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１７日

６　落札者の氏名及び住所

　　中部電力株式会社

　　　　代表取締役社長　社長執行役員　勝野　哲

　　愛知県名古屋市東区東新町１番地

７　落札金額

　　１９０，６７４，５９８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

　　令和元年１１月１３日

―――――――――――――――――

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３５６



３５７

神戸市水道公告第１４４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３月２７日

神戸市水道事業管理者　広　瀬　朋　義　

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市水道局藤原ポンプ場電気調達

２　数量

　　２，１９４，０００キロワットアワー

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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１７日

６　落札者の氏名及び住所

　　中部電力株式会社

　　　　代表取締役社長　社長執行役員　勝野　哲

　　愛知県名古屋市東区東新町１番地

７　落札金額

　　３４，５００，５２０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

　　令和元年１１月１３日

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１４５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３月２７日

神戸市水道事業管理者　広　瀬　朋　義　

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



１　落札に係る物品の名称

　　神戸市水道局布施畑ポンプ場電気調達

２　数量

　　４，４０２，０００キロワットアワー

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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１７日

６　落札者の氏名及び住所

　　中部電力株式会社

　　　　代表取締役社長　社長執行役員　勝野　哲

　　愛知県名古屋市東区東新町１番地

７　落札金額

　　６４，８７５，３７６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

　　令和元年１１月１３日

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１４６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３月２７日

神戸市水道事業管理者　広　瀬　朋　義　

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市水道局星和台ポンプ場電気調達

２　数量

　　９，６２０，０００キロワットアワー

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

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３５８



３５９

４　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１７日

６　落札者の氏名及び住所

　　中部電力株式会社

　　　　代表取締役社長　社長執行役員　勝野　哲

　　愛知県名古屋市東区東新町１番地

７　落札金額

　　１２８，８３０，８４０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

　　令和元年１１月１３日

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１４７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３月２７日

神戸市水道事業管理者　広　瀬　朋　義　

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市水道局有野ポンプ場電気調達

２　数量

　　７，８９９，０００キロワットアワー

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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１７日

６　落札者の氏名及び住所

　　株式会社Ｆ‐Ｐｏｗｅｒ

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



　　　　代表取締役　沖　隆

　　東京都港区芝浦３丁目１番２１号

７　落札金額

　　１０２，４８４，１６４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

　　令和元年１１月１３日

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１４８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３月２７日

神戸市水道事業管理者　広　瀬　朋　義　

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市水道局甲東ポンプ場電気調達

２　数量

　　１２，３４４，０００キロワットアワー

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部総務課

　　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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１７日

６　落札者の氏名及び住所

　　中部電力株式会社

　　　　代表取締役社長　社長執行役員　勝野　哲

　　愛知県名古屋市東区東新町１番地

７　落札金額

　　１５０，６２５，６２８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。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３６０



３６１

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

　　令和元年１１月１３日

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１４９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３月２７日

神戸市水道事業管理者　広　瀬　朋　義　

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市水道局神崎川ポンプ場電気調達

２　数量

　　３，００４，０００キロワットアワー

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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１７日

６　落札者の氏名及び住所

　　中部電力株式会社

　　　　代表取締役社長　社長執行役員　勝野　哲

　　愛知県名古屋市東区東新町１番地

７　落札金額

　　３８，８５６，４１６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

　　令和元年１１月１３日

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１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４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



　　令和２年４月１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４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３６２

丸山ポンプ場予備系受変電盤更新工事工 事 名

神戸市長田区大日丘町２丁目４－１　丸山ポンプ場工事場所

令和２年１２月１８日完成期限

本工事は老朽化に伴う高圧受変電盤等の更新を行うもので，更新に伴う機器製

作・納入・据付・配線配管及び試験調整を含むものとする。なお，本工事で製

作する受変電盤は自社製作品とする。

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

経営事項審査の結果において，電気工事の総合評定値が１，０００点以上
経営事項審査の

結果の点数

　上水道施設において，受変電盤（自社で製作した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　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

その他



３６３

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

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４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，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑴⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

　令和２年４月１日（水）～４月１４日（火）

　土曜，日曜，祝日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後

８時）

　紙書類の提出は，神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第

２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く　

午前９時～正午，午後１時～午後５時

　（郵送の場合は書留郵便のみ受付可。受付最終日の午後５時までに契約監理

　課必着。）

受付期間

契約監理課提出場所

　第１日目　令和２年４月１５日（水）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年４月１６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４月１７日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　「取止め通知書」

方 法



　　神戸市水道局契約規程（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２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４月１日

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

１　入札に付する事項

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３６４

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

諏訪山特１配水池揚水管新設工事その２工 事 名

神戸市中央区神戸港地方字口一里山１－１（諏訪山特１配水池），

神戸港地方字口一里山１－２００（北野中層配水池）
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４月３０日まで

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限

（諏訪山特１配水池）管材料：１式，管布設工：１式，管工：１式，整備工：

１式，内面防水工：１式，舗装工：１式，仮設工：１式

（北野中層配水池）管材料：１式，管布設工：１式，管工：１式，水管橋架設

工事概要



３６５

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４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

　水道管布設工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成２１

年度以降に完成させた施工実績があること。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

　ただし，等級が土木Ａ，Ｂ又はＣであり，令和２・３年度神戸市競争

入札参加資格の土木一般の総合点数が９２０点以上のものは施工実績の提

出は不要とする。

施工実績

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

その他

工：１式，整備工：１式，舗装工：１式，仮設工：１式

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３６６

　には「受付最終日」と読み替えること。

　令和２年４月１日（水）～４月１０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４月１３日（月）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年４月１４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４月１５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



３６７

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４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４月１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４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４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

諏訪山特１送水ポンプ盤他設置工事工 事 名

神戸市中央区神戸港地方口一里山１－２００　口一里山坑口　他２ヶ所工事場所

令和３年４月３０日完成期限

本工事は，口一里山坑口のポンプ設備の新設工事（別途工事）に伴い，関連す

る送水ポンプ制御設備及び計装設備を新設するもので，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

プ盤，機側盤，小規模有線ＴＭ盤については自社製作品に限る。

工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。
前 払 金

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

単独企業形態

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　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。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

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３６８

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑴⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

　令和２年４月１日（水）～４月１０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）

　　　紙書類の提出は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　　５時

　　（郵送の場合は書留郵便のみ受付可。受付最終日の午後５時までに契約監

　理課必着。）

受付期間

契約監理課提出場所

　第１日目　令和２年４月１３日（月）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年４月１４日（火）午前９時～午後３時
日 時



３６９

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６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４月１日

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

１　入札に付する事項

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年４月１５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

堀越接合井ストレーナーネット交換用設備設置工事工 事 名

神戸市北区有野町有野字奥沢１５－１（堀越接合井場内）工事場所

令和２年７月３１日完成期限

ストレーナーネット交換用設備一式工事概要



２　入札に参加する者に必要な資格

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

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４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３７０

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

鋼構造物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「鋼構造物」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　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他
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６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

　令和２年４月１日（水）～４月７日（火）

　※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各

　号に掲げる本市の休日を除く，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４月８日（水）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年４月９日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「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４月１０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



  交  通  局  

　神戸市高速鉄道乗車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３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２３号

　　　神戸市高速鉄道乗車規程の一部を改正する規程

　神戸市高速鉄道乗車規程（昭和５２年２月交規程第４４号）の一部を次のように改正する。

　別表火薬類の項適用除外の物品の欄中「２００個以内」の次に「（競技用の口径０．２２インチ以

内のライフル銃用実包又は拳銃用実包にあつては８００個以内）」を加える。

　　　附　則

　この規程は，令和２年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　神戸市交通局会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関する規程等の一部を改正する規程を

次のように定める。

　　令和２年３月３１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１８号

　　　神戸市交通局会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関する規程等の一部を改正する規

　　　程

　（神戸市交通局会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関する規程の一部を改正）

第１条　神戸市交通局会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関する規程（令和元年１２月交規

　程第１３号）の一部を次のように改正する。

　　第９条第１項中「６月以上の任期が定められている会計年度任用職員（週以外の期間によ

　って勤務日が定められている者で１年間の勤務日が４７日以下であるものを除く。）」を「次

　の各号に掲げる会計年度任用職員」に改め，「会計年度任用職員については，１週間の勤務

　日の日数」の次に「に」を加え，同項に次の各号を加える。

　　⑴　６月以上の任期が定められている会計年度任用職員（週以外の期間によって勤務日が

　　　定められている者で１年間の勤務日が４７日以下であるものを除く。次号において同じ。）

　　⑵　６月未満の任期が定められている会計年度任用職員であって継続勤務期間及び当該任

　　　期を通算して６月以上となるもの

　　第９条第５項に次のただし書を加える。

　　　ただし，一日未満の端数があるときは，これを一日に切り上げて繰り越すものとする。

　　第１８条第１項中「６月以上の任期が定められている会計年度任用職員（１週間の勤務日が

　３日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で１年間の勤

　務日が１２１日以上であるものに限る。）が夏季において願い出た場合に」を「，６月１６日か

　ら８月１日までの間に在職する会計年度任用職員のうち，次の各号に掲げるものが願い出た

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３７２
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　場合に夏季（６月１６日から９月３０日までの期間をいう。）において」，に「，１週間の勤務

　日の日数」を「１週間の勤務日の日数に」に，「，１年間の勤務日の日数」を「１年間の勤

　務日の日数に，第１号に掲げる会計年度任用職員については採用された日（休職中の者にあ

　っては，復職した日）に，第２号に掲げる会計年度任用職員については継続勤務期間が６月

　以上となる日（当該日に休職中の者にあっては，復職した日）」に改め，同項の次に各号を

　加える。

　　⑴　６月以上の任期が定められている会計年度任用職員（週以外の期間によって勤務日が

　　　定められている者で１年間の勤務日が４７日以下であるものを除く。次号において同じ。）

　　⑵　６月未満の任期が定められている会計年度任用職員であって継続勤務期間が６月以上

　　　のもの

　　別表第６を次のように改める。

　　別表第６（第１８条関係）

　　　夏季休暇

　（神戸市交通局職員療養管理規程の一部を改正）

第２条　神戸市交通局職員療養管理規程（昭和５１年１１月交規程第２７号）の一部を次のように改

　正する。

　　第１条中「交通局に常時勤務する職員」を「交通局に勤務する職員」に改める。

　（交通局被服規程の一部を改正）

第３条　交通局被服規程（昭和２９年６月交規程第１０号）の一部を次のように改正する。

　　第２条中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条に規定する臨時的任用職員を除

　いた職員」を「交通局に勤務する職員」に改める。

　（交通局職員表彰規程の一部を改正）

第４条　交通局職員表彰規程（昭和２７年１０月交規程第６号）の一部を次のように改正する。　

　　第２条中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条に規定する臨時的任用職員を除

　いた職員」を「交通局に勤務する職員」に改める。

　（神戸市交通局職員証発行規程の一部を改正）

第５条　神戸市交通局職員証発行規程（昭和５４年７月交規程第５号）の一部を次のように改正

　する。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

１日２日３日４日５日以上１週間の勤務

日の日数

４８日から

７２日まで

７３日から

１２０日まで

１２１日から

１６８日まで

１６９日から

２１６日まで

２１７日以上１年間の勤務

日の日数

１日２日３日４日５日６月１６日まで

１日１日２日２日３日
６月１７日から

７月１日まで

　　――１日１日１日
７月２日から

８月１日まで



　　第２条に次のただし書を加える。

　　　ただし，会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の２第１項の規定により任用された職

　　員をいう。）を除く。

　（神戸市交通局職員の育児休業等に関する規程の一部を改正）

第６条　神戸市交通局職員の育児休業等に関する規程（平成４年４月交規程第１号）の一部を

　次のように改正する。

　　第２条の２に次の１項を加える。

　　　　２　条例第１５条第２号イの任命権者が定める非常勤職員は，次に掲げる者とする。

　　　　　⑴　１週間の勤務日数が３日以上あり，かつ１日の勤務時間が６時間以上であるも

　　　　　　の

　　　　　⑵　週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で１年間の勤務日数

　　　　　　が１２１日以上であり，かつ１日の勤務時間が６時間以上であるもの　

　（交通局の「職員の服務の宣誓に関する条例」施行規程の一部を改正）

第７条　交通局の「職員の服務の宣誓に関する条例」施行規程（昭和２８年１月交規程第２号）

　の一部を次のように改正する。

　　第２条中「臨時に雇用されるもの」を「会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の２第１

　項の規定により任用された職員をいう。）に改める。

　（交通局職員出勤簿等取扱規程の一部を改正）

第８条　交通局職員出勤簿等取扱規程（昭和３２年３月交規程第２５号）の一部を次のように改正

　する。

　　第２条第１項第１号中「ただし，常時勤務をしない者を除く。」を削り，同項第２号中 

　「経営企画部長」を「副局長」に改める。

　　第８条中「交通局職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規程（昭和２９年１１月管理規程第

　１４号）」の次に「又は神戸市交通局会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関する規程（令

　和元年１２月交規程第１３号）を加える。

　（神戸市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正）

第９条　神戸市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程（令和元年１２月交規程第１２号）の

　一部を次のように改正する。

　　第３条第１項中「各給料表の適用範囲は，それぞれ，当該給料表に定めるところによる。」

　を「別に定める場合を除き，一般職給料表の適用とする。」に改める。

　　　附　則

　この規程は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

神戸市交通管理規程第１９号

　神戸市交通局旅費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３月３１日

　　　　　　　　　　　神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

　　　神戸市交通局旅費規程の一部を改正する規程

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３７４
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　（神戸市交通局旅費規程の一部を改正）

第１条　神戸市交通局旅費規程（昭和６０年３月１６日交規程第１４号）の一部を次のように改正す

る。

　第２条第１項第１号中「常時勤務する者」を「勤務する者」に改める。

　第３条第６項中「第４項」を「第５項」に改め，同項を同条第７項とし，同条第５項中「前

　４項」を「前各項」に改め，同項を同条第６項とし，同条第４項中「前３項」を「前各項」

　に改め，同項を同条第５項とし，同条第３項の次に次の１項を加える。

４　風水震火災その他非常災害による交通遮断，交通機関の事故その他不可抗力又は公務上の

　必要により，職員（地方公務員災害補償法施行規則（昭和４２年自治省令第２７号）別表に掲げ

　る程度の身体上の障害があるため歩行することが著しく困難であると認められる職員以外の

　職員であつて，徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道１キロメートル未満で

　あるものを除く。）が，常例としている通勤の方法及び経路と異なる方法及び経路で旅行し

　たときは，当該職員に対し，鉄道賃，船賃又は車賃を支給することができる。

　第４条第５項中「様式第１」の次に「（電子情報処理組織（所属長の使用に係る電子計算機

と承認を受ける者又は届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子

情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）により作成し，当該様式に記載すべき事項

を記録した電磁的記録を含む。）」を加え，「第２」の次に「（電子情報処理組織により作成

し，当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）」を加える。

　第１０条中「第４項」を「第５項」に改める。

　第２７条第１項中「旅行した場合その他」の次に「当該旅行における特別の事情により又は当

該旅行の性質上」を加え，「旅費の支給を受けた場合には，不当に旅行の実費をこえることと

なる部分の旅費について，その全部又は一部」を「旅費を支給した場合には不当に旅行の実費

を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては，その実費を超

えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費」に改め，同条に次の２項を加え

る。

４　管理者は，公務上必要と認められるときは，第３条の規定により旅費の支給を受ける者に

　対する旅費の支給に代わり，当該旅費に相当する額の全部又は一部を，旅行に係る役務を提

　供する者に対して支払うことができる。

５　前項の規定による支払があつたときは，第３条の規定により旅費の支給を受ける者に対す

　る旅費の支給があつたものとみなす。ただし，旅行に係る役務の提供がなかつたときは，こ

　の限りでない。

　別表第１号の表中「１１，４００円」を「１２，５００円」に，「１０，０００円」を「１２，５００円」に改める。

　　　附　則

　この規程は，令和２年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

神戸市交通管理規程第２０号

　交通局電子計算機処理に係るデータ保護管理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３月３１日

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

　　　交通局電子計算機処理に係るデータ保護管理規程の一部を改正する規程

　交通局電子計算機処理に係るデータ保護管理規程（平成１７年６月２４日交規程第１号）の一部

を次のように改正する。

　第２条第８号を第１０号とし，第２号から第７号までを２号ずつ繰り下げ，第１号の次に次の

２号を加える。

　⑵　特定個人情報　条例第２条第２号に規定する特定個人情報をいう。

　⑶　特定除外個人情報　条例第９条第１項に規定する特定除外個人情報をいう。

　第６条第１項第１号中，「個人情報」の次に「（個人情報に該当しない特定個人情報を含

む。）」を加える。

　第１８条第１項中，「入力帳票及び出力帳票に係るもの」の次に「並びに特定個人情報のデー

タ」を加え，同条第３項中「とともに，当該書面の写しを総務課へ送付するものとする」を削

る。

　第２０条（見出しを含む。）中「個人情報」を「特定除外個人情報」に改め，同条第１項中

「条例第９条第１項ただし書」を「条例第９条第１項第４号」に改める。

　第２０条の次に次の１条を加える。

　（特定個人情報のデータの利用等）

第２０条の２　業務所管課の長は，行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

　に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第９条第１項若しくは第２

　項の規定により個人番号（条例第２条第２号に規定する個人番号をいう。）を利用すること

　ができるとき又は同法第１９条第１０号に規定する条例で定めるときに限り，他の業務所管課の

　業務に係る特定個人情報のデータを利用することができる。

２　業務所管課の長は，条例第９条の２第２項に規定するときを除き，特定個人情報を取扱う

　目的以外の目的のために特定個人情報のデータを利用してはならない。

３　業務所管課の長は，番号法第１９条各号のいずれかに該当する場合を除き，特定個人情報 

　（情報提供等記録を除く。）のデータを提供してはならない。

　　　附　則

　この規程は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

神戸市交通管理規程第２１号

　神戸市交通局職員労働安全衛生管理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３月３１日

　　　　　　　　　　　神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

　　　神戸市交通局職員労働安全衛生管理規程の一部を改正する規程

　神戸市交通局職員労働安全衛生管理規程（昭和５１年１１月１０日交規程第２６号）の一部を次のよ

うに改正する。

　第１条中「常時勤務する職員」を「勤務する職員」に改める。

　第１４条第１項第２号中「第２号」を「第３号」に改める。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３７６



３７７

　第１８条の３を削る。

　第１９条第１項中「総務部門，自動車部門，高速鉄道部門及び技術部門に安全衛生委員会（以

下「委員会」という。）を置く。また，各事業所ごとに委員会を置き」を「総括安全衛生管理

者を置く事業所ごとに安全衛生委員会（以下「委員会」）を置き」に改める。

　第２０条第２項中「総務部門にあつては副局長，自動車部門にあつては自動車部長，高速鉄道

部門にあつては高速鉄道部長，技術部門にあつては高速鉄道部長」を「総括安全衛生管理者」

に改める。

　第２０条第３項中「労働組合の推薦」の次に「または労働者の過半数を代表する者の推薦」を

加える。

　第２３条を削り，第２４条を第２３条とし，第２５条から第２７条までを１条ずつ繰り上げる。

　別表第１を次のように改める。

　別表第１（第２条，第３条，第７条，第１８条の２関係）

　別表第２を次のように改める。

　別表第２（第５条，第１１条関係）

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

安全衛生推進者

担当区域

衛生管理者担当

区域

安全管理者担当

区域

総括安全衛生管理者

職担当区域

本局

（御崎Ｕビル）

本局

（御崎Ｕビル）

副局長本局

（御崎Ｕビル）

石屋川営業所石屋川営業所石屋川営業所長石屋川営業所

中央営業所中央営業所中央営業所長中央営業所

垂水営業所垂水営業所垂水営業所長垂水営業所

名谷業務ビル名谷業務ビル電気システム課長名谷業務ビル

名谷車両基地名谷車両基地地下鉄車両課長名谷車両基地

市バス車両課

安全対策係

苅藻乗務区

御崎研修係

衛生管理分任者担当区域安全管理分任者担当区域

　研修所

　運転指令区

　名谷乗務区

　三宮管区

　名谷管区

　西神中央管区



　　　附　則

　この規程は，令和２年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　神戸市交通局会計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３月３１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２２号

　　　神戸市交通局会計規程の一部を改正する規程

　神戸市交通局会計規程（昭和２９年４月１日交規程第２号）の一部を次のように改正する。

　第１６条第４項中「総務課長を経て」を「総務課長に通知しなければならない。また，総務課

長は所管課長からの工事精算に関する通知を集約し，」に改める。

同条に次の項を加える。

５　各課長等は，その所管に属する固定資産を適正に管理するため，少なくとも毎年度に１回

　実地照合を行い，その結果を記録しなければならない。作成する記録の保存期間は１年間と

　する。

　　　附　則

　この規程は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市交通局分課規程等の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和２年３月３１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２４号

　　　神戸市交通局分課規程等の一部を改正する規程

　（神戸市交通局分課規程の一部を改正）

第１条　神戸市交通局分課規程（昭和２７年１０月交規程第１号）の一部を次のように改正する。

　　第３条の２第２項，第４条第４項及び同条第６項中「次長，」を削る。

　　第８条を次のように改める。

　　（市バス運輸サービス課の分掌事務）

　第８条　市バス運輸サービス課においては，次の事務を分掌する。

　　　市バス運輸サービス課

　　　　調査係

　　⑴　部及び課に属する庶務並びに部内の事務の連絡及び調整に関すること。

　　⑵　営業所との連絡及び調整（他の課の所管に属するものを除く。）に関すること。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３７８

　検車係

　保線区



３７９

　　⑶　市バス営業所管理の委託に関する評価委員会に関すること。

　　⑷　課及び営業所に属する物品に関すること。

 運転係

　　⑴　自動車の運転計画の実施に関すること。

　　⑵　運転計画による自動車職員の総合的勤務計画に関すること。

　　⑶　運行記録計の解析に関すること。

 計画係

　　⑴　自動車事業の事業計画の策定に関すること。

　　⑵　前号に関する事務の申請及び報告に関すること。

　　⑶　国土交通省，関係団体等との連絡調整及び照会回答に関すること。

　　⑷　自動車事業関係交通調査に関すること。

　　⑸　バスターミナル整備に関する計画及び調整に関すること。

　　⑹　停留所及び停留所施設の設置（簡易なものに限る。），維持及び管理並びに関係団体

　　　等との連絡調整に関すること。

　　⑺　路線の維持整備及び安全対策の基本に関すること。

 お客様サービス係

　　⑴　お客様サービスの向上に関すること。

　　⑵　走行環境の改善に関すること。

 安全管理・教育係

　　⑴　自動車職員の服務指導及び業務指導の基本に関すること。

　　⑵　安全運転の指導及び運転事故の防止対策に関すること。

　　⑶　事業上生じた事故の処理（営業所の所管に属するものを除く）に関すること。

　　⑷　事業上生じた事故の損害賠償に関すること。

　　⑸　自動車保険に関すること。

　　⑹　安全マネジメントの推進に関すること。

　　⑺　自動車職員のマナーの向上及び運転事故の防止に関する研修に関すること。

　（交通局職員職名規程の一部を改正）

第２条　交通局職員職名規程（昭和３１年８月交規程第１６号）の一部を次のように改正する。

　　別表第１次長の項を削り，部長の項の次に次のように加える。

　（企業職員の職務分類の基準に関する規程の一部を改正）

第３条　企業職員の職務分類の基準に関する規程（昭和４１年１２月交規程第４５号）の一部を次の

　ように改正する。

　　別表第１中「次長，」を削る。

　（管理職手当の支給に関する規程の一部を改正）

第４条　管理職手当の支給に関する規程（昭和４１年１２月交規程第４６号）の一部を次のように改

　正する。

　　別表第１を次のように改める。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

同上担当部長



　別表第１（第２条関係）

　　備考

　　　１　本表の支給額の欄中「甲」，「乙」及び「丙」は，支給区分に応じ，下表に定める

　　　　月額を表す。

２　第２条に規定する職のうち，前項の表に掲げられていない月額を定める特段の事情

　があると交通事業管理者が認める職にあつては，次の各号に掲げる額の範囲内で，交

　通事業管理者が別に定める額とする。

　⑴　前項の表の支給額の欄に掲げる区分にかかわらず，同表の月額欄に当該職に係る

　　支給額及び支給区分欄に掲げる区分に応じた月額より一段高い区分があるときは，

　　当該区分に掲げる月額未満の額。

　⑵　前項の表の支給額の欄に掲げる区分にかかわらず，同表の月額欄に当該職に係る

　　支給額及び支給区分欄に掲げる区分に応じた月額より一段低い区分があるときは，

　　当該区分に掲げる月額を超える額。

　（神戸市交通局高速鉄道安全管理規程の一部を改正）

第５条　神戸市交通局高速鉄道安全管理規程（平成１８年１２月交規程第７号）の一部を次のよう

　に改正する。

　　【第５図】を次のように改める。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３８０

支給区分支給額職

２種甲担当局長

１種乙副局長

２種乙部長

３種乙担当部長

１種丙課長，担当課長，営業所長

月額支給区分支給額

１３１，０００円２種甲

１１７，０００円１種乙

１１２，０００円２種

１０７，０００円３種

８９，０００円１種丙
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　別表第２

　　財務関係事務

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３８２

受けること。一般職員係長以下　課長欠勤の承認

一般職員係長以下　課長勤務命令

（時間外，休

日等）

１　職員課

（研修係）が

所管する研修

にかかる旅行

命令について

は，職員課長

の専決事項と

する。

２　海外旅行

命令について

は，管理者の

専決事項とす

る。

一般職員係長以下課長旅行命令

一般職員

（特殊なも

のを除く。）

係長以下

（特殊なも

のを除く。）

係長以下

（特殊なも

の）

課長職務専念義務

の免除

係長以下課長営利企業への

従事等の許可

全職員採用・

退職

会計年度

任用職員

全職員　支給退職手当

全職員　補償公傷病

（注）　決裁事項中次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。

　１　部長　部長，担当部長

　２　課長　課長，担当課長，事業所長その他これらに準じる者

　３　係長　係長，担当係長その他これらに準じる者

　４　一般職員　係長以上を除く職員

備考営業所長課長・担

当課長・

統括所長

共通（※

印は，総

総務課長

その他の

特定課長

（明記の

ときの

副局長・

部長・担

当部長共

通（※印

は，総務

副局長そ

の他の特

定部長

（明記の

ときの

　決裁区分　



３８３ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

務課長に

合議する

こと。た

だし統括

所につい

ては地下

鉄運輸サ

ービス課

長にも合

議するこ

と。）

み）（※

印は，総

務課長に

合議する

こと。）

課長に合

議するこ

と。）

み）（※

印は，総

務課長経

由副局長

に合議す

ること。）

　

決裁事項

１　固定資産

　の調達は，

　総務課長に

　合議するこ

　と。

２　単価協定

　品の品目，

　価額，契約

　方法等につ

　いては，総

　務課長が別

　に定める。

３　契約の項

　における副

　局長及び総

　務課長の決

　裁区分は，

　神戸市交通

　局契約事務

　手続規程

　（昭和３９年

　８月交規程

　第１０号）

　（以下「契

　約事務手続

　規程」とい

　う。）の規

　定に基づき

　総務課に要

　求して行う

　契約（以下

　「経理契　

　約」とい

１，０００万

円以下

※２，０００

万円以下

決

定

調達

（物件）

交付限度

額内以下

（小口現

金扱いに

係るも

の）

①１００万

　円以下

②交付限

　度額内

　以下

　（小口

　現金扱

　いに係

　るも

　の）

③全て

（電気使

用料，ガ

ス使用料，

水道使用

料，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

供する同

条第３号

に規定す

る電気通

①４，０００

　万円以

　下（動

　産）

②２，０００

　万以下

　（動産

　以外）

２００万円

以下

（管理者

が指定す

るもの）

①８，０００

　万円未

　満（動

　産）

②４，０００

　万以下

　（動産

　以外）

契

約



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ３８４

　う。）の場

　合に適用す

　る。

４　決定の項

　は経理契約

　の場合に適

　用する。

信役務に

関する料

金又は後

納郵便料

金）

※営業推

　進課長

５００万円

以下

※２，０００

　万円以

　下

不動産取得の

決定・契約

１　施行決定

　には，直営

　工事の施行

　決定を含む。

２　固定資産

　の異動を伴

　うものにつ

　いては，総

　務課長に合

　議すること。

３　「その

　他」とは，

　契約事務手

　続規程第１０

　条に規定す

　るものをい

　う。

４　単価協定

　事項の項目，

　価額，契約

　方法等につ

　いては，総

　務課長が別

　に定める。

５　契約の項

　における副

　局長及び総

　務課長の決

　裁区分は，

　経理契約の

　場合に適用

　する。

６　決定の項

※１億円

　以下

※２億円

　以下

施

工

決

定

工事

・

製造

請負

２５０万円

以下

２億

５，０００万

円以下

５億円以

下

契

約

※施設課

　長全て

（建物の

ガス設備

に係るも

の。ただ

し，ガス

冷暖房工

事を除

く。）

※１，０００

　万円以

　下

※２，０００

　万円以

　下

決

定

その

他

５万円以

下

（建物，

設備又は

構築物の

保繕又は

小改修に

係るも

の。）

①１００万

　円以下

②全て

（乗車票

による自

動車借上

料に係る

もの）

２，０００万

円以下

２００万円

以下

（管理者

が指定す

るもの）

４，０００万

円以下

契

約
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　は経理契約

　の場合に適

　用する。　

金額は見積金

額とする。

※１億円

　以下

※２億円

　以下

工事委託

・

受託 ※１，０００

　万円以

　下

※２，０００

　万円以

　下

その他

１　金額は売

　却見積価格

　を示す。

２　契約の項

　における副

　局長及び総

　務課長の決

　裁区分は，

　経理契約の

　場合に適用

　する。

３　決定の項

　は経理契約

　の場合に適

　用する。

５００万円

以上

１，０００万

円以下

全て

（不要乗

車券）

決

定

物品

その

他

売却

５０万円以

下

４，０００万

円以下

８，０００万

円以下

契

約

全て決
定

物品

その

他

廃棄

全て契
約

１　金額は，

　賃料の年額

　又は総額を

　表し，無償

　のもの又は

　軽減された

　ものについ

　ては見積価

　格を示す。

２　「契約を

　更新する場

　合」は，内

　容に変更の

　ない契約の

　更新（消費

　税に係る変

※１，０００

　万円以

　下

※２，０００

　万円以

　下

決

定

借

入

物

品

貸借

①８０万円

　以下

②１，０００

　万円以

　下

（契約を

更新する

場合）

２，０００万

円以下

※２，０００

　万円以

　下

（契約を

更新する

場合）

※４，０００

　万円以

　下

契

約

１００万円

以下

※２００万

　円以下

貸付

１００万円

以下

※２００万

　円以下

借入不
動
産
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　更以外に変

　更のないも

　のを含

　む。）に限

　る。

３　契約の項

　における副

　局長及び総

　務課長の決

　裁区分は，

　経理契約の

　場合に適用

　する。

４　決定の項

　は経理契約

　の場合に適

　用する。

※副局長

　及び高

　速鉄道

　部長

１０万円以

下

貸付

１００万円

以下

２００万円

以下

不動産以

外のもの

寄付

の収

受

（負

担付

きで

ない

も

の）

５０万円以

下

※施設課

　長

４００万円

以下

１００万円

以下

※高速鉄

　道部長

６００万円

以下

移転料その他諸

補償の支出（移

転等の決定を含

む。）

１　設計又は

　仕様の一部

　変更につい

　ては，（

　）内の補職

　名は変更前

　の決裁区分

　を，数字は

　その契約金

　額に対する

　変更の割合

　又は変更に

　伴う差額を

　示す。

（課長）

２０％以下

又は１００

万円以下

※（部

　長）

２０％以下

※（課

長）

２０％を超

えるもの

かつ１００

万円を超

えるもの

決

定

設計

・

仕様

の一

部変

更

契約

の変

更

①（課

　長）

２０％以下

又は１００

１億円以

下

※（部

　長）

２０％以下

※（課

２億円以

下

契

約



３８７ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

２　契約の項

　における副

　局長及び総

　務課長の決

　裁区分は，

　経理契約の

　場合に適用

　する。

３　決定の項

　は経理契約

　の場合に適

　用する。

万円以下

②※全て

（電気使

用料）

　長）

２０％を超

えるもの

かつ１００

万円を超

えるもの

※４０日以

　下

※５０日以

　下

決

定

工期

・

納期

の延

長

※４０日以

　下

全て※５０日以

　下

契

約

全て全て貯蔵品の払出請

求

５００万円

以下

※１，０００

万円以下

補助金又は助成

金その他これら

に類するものの

申請

全て全て料
金
・
使
用
料
・
手
数
料
そ
の
他
の
収
入

Ａ徴

収

収
入
の
徴
収
等
の
事
務

全て全て各
種
保
証
金
等

Ｂ

全て

（定標準

によるも

の）

全て

（定標準

によるも

の）

Ａ・Ｂ

の減免

全て全てＡ・Ｂ

の過誤

納整理

※職員課臨時雇用賃金そ
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　長全ての他の諸給付の

支出

※職員課

　長全て

共済費又は社会

保険料

全て預り金又は預り

有価証券の受け

入れ又は払い戻

し

１　飲食を伴

　うものは，

　原則として

　禁止する。

　ただし，や

　むを得ない

　場合につい

　ては，管理

　者の決裁を

　得なければ

　ならない。

２　本項は予

　算の使用を

　決定する施

　行決議の項

　目であり，

　経費の支出

　については，

　個別の決裁

　事項を適用

　すること。

全て諸集会，諸行事

の開催決定・経

費支出

　変更につい

ては，変更後

の総額に基づ

く決裁区分に

よるものとす

る。ただし，

減額により，

変更後の決裁

区分が変更前

の決裁区分よ

りも下位の区

分となる場合

は，上記にか

かわらず変更

１００万円

以下

※３００万

　円以下

負担金，交付金

その他これらに

類するものの支

出



３８９

　　　附　則

　この規程は，令和２年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

神戸市交通告示第１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，自動車事業及び高速

鉄道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４月１日

神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　
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前の決裁区分

によることと

する。

　市バス運輸

サービス課長，

地下鉄運輸サ

ービス課長の

欄「事故前渡

金」で支出す

る場合は，

「１０万円以

下」。ただし，

看護料は，

「１５万円以

下」。

※市バス

　運輸サ

　ービス

　課長及

　び地下

　鉄運輸

　サービ

　ス課長

２０万円以

下

※自動車

　部長及

　び高速

　鉄道部

　長

５０万円以

下

事故費の支出

１００万円

以下

※３００万

　円以下

謝金その他これ

らに類するもの

の支出

資金運用に係

るものに限る。

全て有価証券等の取

得処分

全て前渡金の支出

※２万円

　以下

※５万円

　以下

立替払金の支出

（注）

　１　数字は，１件（１決裁にかかるもの）の金額を示す。

　２　決裁事項中，決定と契約の区分のないものは，両者共通の決裁事項を示す。

　３　立替払金の支出の項の決裁区分については，他の項の決裁区分と重ねて適用する。
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神戸市交通公告第８４号

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

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

１２条及び神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第２７条

の１２の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年３月２７日

　神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市交通局魚崎営業所他８施設電気調達

２　数量
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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

定期券発売業務神戸市兵庫区新開地１丁目３番２４号

神戸電鉄株式会社

代表取締役社長　寺田　信彦

共用乗車券発売業務明石市松が丘２丁目２番６号　

明舞センター商店会　

会長　小林　明夫

市バス定期券取次発売業務神戸市北区山田町下谷上字箕谷３５

みつや商店　

福井　裕蔵

市バス定期券取次発売業務神戸市兵庫区笠松通７丁目３番２４号　

日栄商店　

日榮　義美

カード発売業務神戸市兵庫区荒田町１丁目２０番２号　

神鉄観光株式会社　

取締役社長　井本　昌彦

カード発売業務大阪市北区芝田１丁目１６番１号

株式会社アズナス

代表取締役社長　佐桑　勇

市バス定期券取次発売業務大阪市福島区海老江１丁目１番３１号

株式会社阪神ステーションネット

代表取締役社長　鳥居　祐典

乗車券及びカード発売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

乗車券及びカード発売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



３９１

　　１，９９３，４５３キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市交通局総務課

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号

４　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局財政部契約監理課

　　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１月１７日

６　落札者の氏名及び住所

　　中部電力株式会社

　　　　代表取締役社長　社長執行役員　勝野　哲

　　愛知県名古屋市東区東新町１番地

７　落札金額

　　２８，５００，４１９円

８　契約の相手方を決定した手続

　　規程第１０条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者

　を落札者としました。

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

　　令和元年１１月１３日　　

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第１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条並びに神戸市交通局契約規程（昭和５１

年８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第２７条の５第１項において読み替える規程第４

条及び規程第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４月１日

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

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　神戸市高速鉄道駅舎清掃業務　その１

　⑵　履行場所

　　　西神・山手線

　　　　西神中央駅　　　　　神戸市西区糀台５丁目

 西神南駅　　　　　　神戸市西区井吹台東町１丁目

 伊川谷駅　　　　　　神戸市西区前開南町１丁目

 学園都市駅　　　　　神戸市西区学園西町１丁目
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 総合運動公園駅　　　神戸市須磨区緑台

 名谷駅　　　　　　　神戸市須磨区中落合２丁目

 妙法寺駅　　　　　　神戸市須磨区横尾１丁目

 板宿駅　　　　　　　神戸市須磨区大黒町２丁目

 新長田駅　　　　　　神戸市長田区松野通１丁目

　⑶　履行期間

　　　令和２年７月１日から令和５年６月３０日まで

　⑷　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

　　第３号から第６号に掲げる入札参加資格は，審査の申請の受付期間の最終日までに満たす

　ことが必要であり，第５号及び第６号に掲げる入札参加資格については，申請の受付期間の

　最終日から引き続き落札決定の日まで継続して満たしていることが必要です。

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

　⑶　過去に契約金額が２，０００万円以上の建物の清掃を実施した実績があること。

　⑷　直近の事業年度における売上額が２億円以上であること。

　⑸　建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１

　　項第１号又は第８号に掲げる事業の区分に従い，この契約を履行することとなる営業所が

　　同条の登録を受けていること。

　⑹　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）の規定に基づく更正手

　　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　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市交通局総務課（電話番号　０７８－３２２－５９４１）

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　御崎Ｕビル３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。
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３９３

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４月１５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４月１５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４月１６日（木）

　　　　本市の休日を除く、電子入札システムの稼働時間内（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４月１７日（金）まで

 電子入札システムの稼働時間内（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　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
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　　 第１日目　　令和２年５月２１日（木）　午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　　令和２年５月２２日（金）　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５月２２日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年５月２１

　　　日（木）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局業務

　　　改革課（文書係）に到着していること。）

　　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。

１０　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年５月２２日（金）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

１１　入札保証金　

　　規程第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。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をしたとき。

　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 
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　　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，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１３　落札者の決定の方法

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

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

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

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

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

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

　き，他の入札者を落札者とすることがあります。

１４　特定調達契約の手続き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。

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４月１７日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　Summary

　⑴　Contract Content : Cleaning Service of Station houses (No.1)

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids ： 5:00 P.M. April 17, 2020.  

　⑶　Deadline for submitting bids ： 10:00 A.M. May 22, 2020.

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Finance Department, Administration and Finance Bureau, City of Kobe, 

　　6-5-1, Kano-cho, Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

　

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第２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条並びに神戸市交通局契約規程（昭和

５１年８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第２７条の５第１項において読み替える規程第
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４条及び規程第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４月１日

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

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　神戸市高速鉄道駅舎清掃業務　その２

　⑵　履行場所

　　　西神・山手線

 長田駅　　　　　　　神戸市長田区四番町７丁目

 上沢駅　　　　　　　神戸市兵庫区下沢通８丁目

 湊川公園駅　　　　　神戸市兵庫区下沢通１丁目

 大倉山駅　　　　　　神戸市中央区楠町３丁目

 県庁前駅　　　　　　神戸市中央区下山手通５丁目

 三宮駅　　　　　　　神戸市中央区北長狭通１丁目

 新神戸駅　　　　　　神戸市中央区加納町１丁目

　⑶　履行期間

　　　令和２年７月１日から令和５年６月３０日まで

　⑷　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

　　第３号から第６号に掲げる入札参加資格は，審査の申請の受付期間の最終日までに満たす

　ことが必要であり，第５号及び第６号に掲げる入札参加資格については，申請の受付期間の

　最終日から引き続き落札決定の日まで継続して満たしていることが必要です。

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

　⑶　過去に契約金額が２，０００万円以上の建物の清掃を実施した実績があること。

　⑷　直近の事業年度における売上額が２億円以上であること。

　⑸　建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１

　　項第１号又は第８号に掲げる事業の区分に従い，この契約を履行することとなる営業所が

　　同条の登録を受けていること。

　⑹　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）の規定に基づく更正手

　　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　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
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　　神戸市交通局総務課（電話番号　０７８－３２２－５９４１）

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　御崎Ｕビル３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４月１５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４月１５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４月１６日（木）

　　　　本市の休日を除く、電子入札システムの稼働時間内（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
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 公告の日の翌日から令和２年４月１７日（金）まで

 電子入札システムの稼働時間内（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　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５月２１日（木）　午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　　令和２年５月２２日（金）　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５月２２日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年５月２１

　　　日（木）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局業務

　　　改革課（文書係）に到着していること。）

　　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。

１０　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年５月２２日（金）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

１１　入札保証金　

　　規程第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。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。
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　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をしたとき。

　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，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１３　落札者の決定の方法

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

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

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

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

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

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

　き，他の入札者を落札者とすることがあります。

１４　特定調達契約の手続き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。

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４月１７日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　Summary

　⑴　Contract Content : Cleaning Service of Station houses (No.2)

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids ： 5:00 P.M. April 17, 2020.  

　⑶　Deadline for submitting bids ： 10:00 A.M. May 22, 2020.

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Finance Department, Administration and Finance Bureau, City of Kobe, 
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　　6-5-1, Kano-cho, Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

　

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第３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条並びに神戸市交通局契約規程（昭和５１

年８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第２７条の５第１項において読み替える規程第４

条及び規程第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４月１日

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

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　神戸市高速鉄道駅舎清掃業務　その３

　⑵　履行場所

　　　海岸線

 新長田駅　　　　　　神戸市長田区若松町４丁目

 駒ヶ林駅　　　　　　神戸市長田区庄田町４丁目

 苅藻駅　　　　　　　神戸市長田区浜添通５丁目

 御崎公園駅　　　　　神戸市兵庫区浜中町１丁目

 和田岬駅　　　　　　神戸市兵庫区上庄通２丁目

 中央市場前駅　　　　神戸市兵庫区中之島１丁目

 ハーバーランド駅　　神戸市中央区東川崎町１丁目

 みなと元町駅　　　　神戸市中央区栄町通４丁目

 旧居留地・大丸前駅　神戸市中央区三宮町２丁目

 三宮・花時計前駅　　神戸市中央区御幸通８丁目

 苅藻業務ビル　　　　神戸市長田区浜添通５丁目２番６号

　⑶　履行期間

　　　令和２年７月１日から令和５年６月３０日まで

　⑷　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

　　第３号から第６号に掲げる入札参加資格は，審査の申請の受付期間の最終日までに満たす

　ことが必要であり，第５号及び第６号に掲げる入札参加資格については，申請の受付期間の
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　最終日から引き続き落札決定の日まで継続して満たしていることが必要です。

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

　⑶　過去に契約金額が２，０００万円以上の建物の清掃を実施した実績があること。

　⑷　直近の事業年度における売上額が２億円以上であること。

　⑸　建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１

　　項第１号又は第８号に掲げる事業の区分に従い，この契約を履行することとなる営業所が

　　同条の登録を受けていること。

　⑹　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）の規定に基づく更正手

　　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　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市交通局総務課（電話番号　０７８－３２２－５９４１）

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　御崎Ｕビル３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４月１５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４月１５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
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　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）　

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　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４月１６日（木）

　　　　本市の休日を除く、電子入札システムの稼働時間内（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４月１７日（金）まで

　 電子入札システムの稼働時間内（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　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５月２１日（木）　午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　　令和２年５月２２日（金）　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５月２２日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年５月２１

　　　日（木）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局業務

　　　改革課（文書係）に到着していること。）

　　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。

１０　開札の日時等
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　⑴　開札日時

　　　令和２年５月２２日（金）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

１１　入札保証金　

　　規程第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。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をしたとき。

　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，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１３　落札者の決定の方法

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

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

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

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

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

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

　き，他の入札者を落札者とすることがあります。

１４　特定調達契約の手続き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。

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
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　　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４月１７日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　Summary

　⑴　Contract Content : Cleaning Service of Station houses (No.3)

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids ： 5:00 P.M. April 17, 2020.  

　⑶　Deadline for submitting bids ： 10:00 A.M. May 22, 2020.

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Finance Department, Administration and Finance Bureau, City of Kobe, 

　　6-5-1, Kano-cho, Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

  会  計  室  　

区会計管理者訓令甲第１号

区役所総務部総務課　

　区会計管理者の権限に属する事務の専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　令和２年３月３１日

東灘区会計管理者　酒　井　竜一郎　

灘区会計管理者　木　村　泰　三　

中央区会計管理者　松　浦　　　守　

兵庫区会計管理者　横　川　　　洋　

北区会計管理者　樋　口　英　治　

長田区会計管理者　橋　本　　　司　

須磨区会計管理者　岩　本　祥　裕　

垂水区会計管理者　小　西　正　次　

西区会計管理者　延　原　尚　司　

　　　区会計管理者の権限に属する事務の専決規程の一部を改正する訓令

　区会計管理者の権限に属する事務の専決規程（平成２９年４月区会計管理者訓令甲第１号）の

一部を次のように改正する。

　第１条中「，区会計管理者及び出納員等委任規則（昭和３９年３月規則第８６号）の規定によ

り」を削る。

　第２条第１号中「賃金」を削る。
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　　　附　則

　この訓令は，令和２年４月１日から施行する。ただし，第２条第１号の改正規定は，令和２

年６月１日から施行する。

  教 育 委 員 会  

　神戸市立学校の授業料等に関する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３月３１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１９号

　　　神戸市立学校の授業料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

　神戸市立学校の授業料等に関する条例施行規則（昭和２７年６月教育委員会規則第２０号）の一

部を次のように改正する。

　第１条中「第１１条」を「第１２条」に改める。

　第３条第２項中「第２号」を「第２号エ」に改める。

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

令和２年３月３１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２０号

　　　神戸市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則

　（教育委員会事務局組織規則の一部改正）

第１条　神戸市教育委員会事務局組織規則（昭和３３年４月教育委員会規則第３号）の一部を次

　のように改正する。

　　第１条中

　　「

  

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

係課部

総務係　政策企画係　地域連携係総務課総務部

福利係　給与支給係　労務制度係　人事

係　組織定数係　任用係
教職員課

事務改善係　運営係　情報化推進係　学学校経営支援課学校支援部



      　　　　」を

　　「

       」に

改める。

　第２条第１項中「教育次長」を「事務局長，教育次長及び地区統括官を」に，「部長」を

「部長を」に，「課長」を「課長を，課に相当する室に課に相当する室長を」に改め，同条

第１０項を第１３項とし，第７項から第９項までを３項ずつ繰り下げ，第８項の次に次の１項を

加える。

９　学校法務専門官は，上司の命を受け，法務に関する指導，助言等を行う。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ４０６

事計画係

管理係　計画係　調整係学校環境整備課

学校保健係　小学校給食係　中学校給食

係

健康教育課

管理係　人権・教育振興係学校教育課学校教育部

教科指導１係　教科指導２係　学校図書

係

教科指導課

調整係　児童生徒１係　児童生徒２係児童生徒課

管理係　推進係特別支援教育課

文化財保護活用係　埋蔵文化財係文化財課

係
課及び課に相当す

る室
部

監理係　調整係監理室

総務係　政策企画係　地域連携係総務課総務部

福利係　給与支給係　労務制度係　人事

係　組織定数係　任用係

教職員課

事務改善係　運営係　情報化推進係　学

事計画係

学校経営支援課
学校支援部

管理係　計画係　調整係学校環境整備課

学校保健係　小学校給食係　中学校給食

係

健康教育課

管理係　人権・教育振興係学校教育課学校教育部

教科指導１係　教科指導２係　学校図書

係

教科指導課

調整係　児童生徒１係　児童生徒２係
児童生徒課

管理係　推進係特別支援教育課



４０７

　第２条第６項を第８項とし，同条第５項中「，課長」の次に「，課に相当する室長」を加

え，「，課又は」を「，課，課に相当する室又は」に改め，同項を第７項とし，同条４項中

「教育次長」を「事務局長及び教育次長」に改め，同項を第５項とし，同項の次に次の１項

を加える。

６　地区統括官は，上司の命を受け，事務局内の各所属と連携し，教育委員会の所管に属す

　る学校の運営全般について指導，支援を行う。

　第２条第３項中「，課」の次に「，課に相当する室」を加え，同項を第４項とし，同条第

２項の次に次の１項を加える。

３　監理室及び児童生徒課に学校法務専門官を置く。

　第３条中「課及び」を「課，課に相当する室及び」に改める。

　第５条第１項中「，課及び」を「，課，課に相当する室及び」に改め，同条第２項中「課

長」を「課長及び課に相当する室長」に改める。

　第６条第１項中「教育次長」を「事務局長及び教育次長」に改め，同条第３項中「課長又

は」を「課長，課に相当する室長又は」に改める。

　第１６条を削り，第１５条を第１６条とする。

　第１４条第１項第２号中「青少年補導センター」を「青少年育成センター」に改め，同条第

２項第７号を削り，同条第３項を次のように改める。

３　児童生徒課児童生徒２係は，次の事務を分掌する。

　⑴　中学校，義務教育学校，高等学校及び特別支援学校の部活動に関すること。

　第１４条を第１５条とし，第１３条の次に次の１条を加える。

第１４条　教科指導課教科指導１係及び教科指導２係は，次の事務を分掌する。

　⑴　幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校及び高等学校の教育の専門的事項の指導に関

　　すること。（学校教育課の所管に属するものを除く。）

　⑵　小学校，中学校及び義務教育学校の教科書の採択その他教材の取り扱いに関すること。

　⑶　学校教員の指導力向上に関すること。

　⑷　幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校及び高等学校の国際教育に関すること。

　⑸　野外教育活動の振興に関すること。

２　教科指導課学校図書係は，次の事務を分掌する。

　⑴　学校における読書指導及び学校図書館の運営に関すること。

　第１２条第１項第４号を削り，同条第２項第２号中「，高等学校」を「及び高等学校」に改

め，「及び工業高等専門学校」を削り，同条第３号中「，高等学校」を「及び高等学校」に

改め，「及び工業高等専門学校」を削り，同項第１１号を次のように改める。

　⑾　こども日本語サポートひろばに関すること。

　第１２条を第１３条とし，第１１条を第１２条とし，第１０条を第１１条とする。

　第９条第１項に次の１号を加える。

　⑶　教育人材センターに関すること。

　第９条を第１０条とする。

　第８条第４項第１号中「定員」を「職制，定員」に改め，同条を第９条とし，第７条の次

に次の１条を加える。

第８条　総務課総務係は，次の事務を分掌する。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



　⑴　教育委員会に属する庶務及び教育委員会内の事務の連絡，調整に関すること。

　⑵　監理室に属する庶務に関すること。

　⑶　文書及び公印に関する事務の総括に関すること。

　⑷　予算の編成，執行及び決算に関すること。

　⑸　教育に係る財政制度の調査研究に関すること。

　⑹　教育に係る議会提出議案の総括に関すること。

　⑺　教育関係法規の調査，研究及び条例，規則その他の規程の制定，改廃に関すること。

　⑻　争訟の総括に関すること。

　⑼　広報及び広聴に関すること。

　⑽　神戸市教育委員会指定管理者選定評価委員会に関すること。

　⑾　特命による重要事項の調整に関すること。

２　総務課政策企画係は，次の事務を分掌する。

　⑴　教育委員会に係る特定の調査，企画及び研究に関すること。

　⑵　教育に係る重要施策の企画立案及び調整に関すること。

　⑶　事務局及び教育機関の事務引継に関すること。

　⑷　教育に係る調査統計に関すること。

　⑸　神戸市教育振興基本計画点検・評価委員会に関すること。

　⑹　特色ある神戸の教育推進その他学校教育に関する諸施策の調査及び企画に関すること。

　⑺　義務教育学校に関すること（他の部，課及び係の所管に属するものを除く。）。

３　総務課地域連携係は，次の事務を分掌する。

　⑴　地域における人権教育の諸施策の企画及び推進に関すること。

　⑵　学校施設開放に関すること。

　⑶　地域における生涯学習に関すること。

　⑷　公民館に関すること。

　⑸　地域の社会教育諸施設との連携に関すること。

　⑹　社会教育に関する諸施策の企画，調査研究及び連絡調整に関すること。

　⑺　社会教育委員に関すること。

　⑻　婦人教育，高齢者教育その他の成人教育に関すること。

　⑼　婦人団体，その他社会教育関係団体に関すること。

　⑽　婦人会館に関すること。

　⑾　青少年科学館に関すること。

　⑿　博物館，中央図書館との連絡及び調整に関すること。

　⒀　神出自然教育園に関すること。

　第７条を次のように改める。

第７条　監理室監理係は，次の事務を分掌する。

　⑴　事務局内における学校園の指導，支援に係る業務の連絡及び調整に関すること。

　⑵　コンプライアンスの推進に関すること。

　⑶　重大事態・事故の初動対応に関すること。

２　監理室調整係は，次の事務を分掌する。

　⑴　教育委員会の会議及び教育委員に関すること。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ４０８



４０９

　⑵　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の４に規定する総合教育会議に関す

　　ること。

　⑶　法第２６条に規定する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（総務課

　　政策企画係の所管に属するものを除く。）に関すること。

　⑷　教育委員会の特命による重要事項の推進に関すること。

（教育機関の組織に関する規則の一部改正）

第２条　教育機関の組織に関する規則（昭和４１年４月教育委員会規則第２号）の一部を次のよ

　うに改正する。

　第２条第１項中

　「

      　　　」を

　「

      　　　」に

改める。

　第３条第１項中「，室」及び「，室に室長を」を削り，同項第２号から第４号までを削る。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

職制教育機関所管類別

所長，課長，係長総合教育センター事務局第１類

館長，副館長，事

務局長，課長，係

長

博物館

館長，課長，係長中央図書館

館長，副館長公民館総務部第２類

館長，副館長，事

務室長，係長

小磯記念美術館博物館

館長，事務長神戸ゆかりの美術館小磯記念美術館第３類

園長神出自然教育園総務課第４類

場長北学校給食共同調理場健康教育課

場長垂水学校給食共同調理場

所長青少年補導センター児童生徒課

職制教育機関所管類別

所長，課長，係長総合教育センター事務局第１類

館長，副館長公民館総務部第２類

所長青少年育成センター児童生徒課第３類

園長神出自然教育園総務課第４類

場長北学校給食共同調理場健康教育課

場長垂水学校給食共同調理場



　第４条第２項中「事務局長，事務室長，事務長及び」を削り，同条第３項中「，副所長」

及び「，室長」を削る。

　第５条第１項中「副所長，副館長，事務局長，」を削り，同条第２項中「事務室長，」及

び「，副所長」を削り，同条第３項中「博物館長又は」を削る。

　別表（第７条関係）を次のように改める。

　別表（第６条関係）

　　１―１　総合教育センター

 　　　研修育成課

 　　　　管理係

 ⑴　総合教育センターに属する庶務に関すること。

 ⑵　施設及び設備の管理に関すること。

 ⑶　教育研究団体への補助金の交付に関すること。

 ⑷　児童及び生徒の教育相談に関すること。

 ⑸　不登校の児童及び生徒の適応指導に関すること。

 ⑹　教員の資質向上に関すること。

 ⑺　教科書の展示及び研究に関すること。

 ⑻　視聴覚センターに関すること。

 ⑼　幼児教育センターに関すること。

 ⑽　障害児教育センターに関すること。

 　　　　研修育成係

 ⑴　教育に関する情報の収集，作成及び提供に関すること。

 ⑵　教職員の研修に関すること。

 ⑶　教育に関する専門的及び技術的事項の研究並びに研究成果の普及に関すること。

 ⑷　教員の研究助成に関すること。

　　２―１　公民館

 ⑴　公民館に属する庶務に関すること。

 ⑵　文化及び体育の教室，講座，講演会，展示会等の教養及び文化の向上に関するこ

 　と。

 ⑶　教育相談に関すること。

 ⑷　自主学習への指導，助言及び援助に関すること。

 ⑸　社会教育関係の団体及び機関等との連携事業に関すること。

 ⑹　その他社会教育の推進に関すること。

　　３―１　青少年育成センター

 ⑴　青少年育成センターに属する庶務に関すること。

 ⑵　青少年の補導に関すること。

 ⑶　青少年関係機関・団体との連絡及び協力に関すること。

 ⑷　青少年問題に関する調査研究及び資料の収集利用に関すること。

 ⑸　不登校児童生徒の教育相談に関すること。

 ⑹　不登校児童生徒の学習指導及び生活指導に関すること。

 ⑺　不登校児童生徒の相談及び指導に関する調査研究に関すること。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ４１０



４１１

　　４―１　神出自然教育園

 ⑴　神出自然教育園に属する庶務に関すること。

 ⑵　施設及び設備の管理に関すること。

 ⑶　施設及び設備の使用許可に関すること。

 ⑷　その他神出自然教育園の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

　　４―２　学校給食共同調理場

 ⑴　学校給食共同調理場に属する庶務に関すること。

 ⑵　学校給食物資の調達に関すること。

 ⑶　学校給食の献立及び調理に関すること。

 ⑷　副食物等の配送に関すること。

 ⑸　給食器具の衛生管理に関すること。

　（教育委員会公印規則の一部改正）

第３条　神戸市教育委員会公印規則（昭和４２年７月教育委員会規則第７号）の一部を次のよう

　に改正する。

　　附則別表を次のように改める。

　　附則別表

　（教育委員会職員職名規則の一部改正）

第４条　神戸市教育委員会職員職名規則（昭和２７年５月教育委員会規則第１４号）の一部を次の

　ように改正する。

　　別表第１を次のように改める。

　　別表第１（第４条第１項関係）

　　別表第２を次のように改める。

　　別表第２（第４条第２項関係）

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

用途
管守責

任者

寸法（ミリ

メートル）
書体ひな型

公印の名

称
公の施設

青少年科

学館事務

専用

総務課

長
方21てん書 

神 戸 市
教 育 委
員 会 教
育 長 印

神戸市立青少年科

学館

職　名補　　職　　名

事務職員，技術職員，教員事務局長，教育次長，担当局長，地区統括官，部長，事

務局長，担当部長，課長，室長，担当課長，学校法務専

門官，係長，担当係長，総括班長

事務職員，技術職員事務長，館長，所長，場長，園長，副館長，副所長

職　　種　　名区　分

指導主事，社会教育主事，司書，学芸員，司書補，障害児教育支援専

門員，学校事務指導担当主事

事務職員に属

するもの



　（教育長に委任する事務等に関する規則の一部改正）

第５条　教育長に委任する事務等に関する規則（昭和３１年１１月教育委員会規則第８号）の一部

　を次のように改正する。

　　第２条第１項第１３号を削る。

　（神戸市における暴力団の排除の推進に関する条例施行規則の一部改正）

第６条　神戸市における暴力団の排除の推進に関する条例施行規則（平成２８年３月教育委員会

　規則第１１号）の一部を次のように改正する。

　　第２条第１項第４号を削る。

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　

　教育委員会職員の勤務時間及び休暇に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１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２１号

　　　教育委員会職員の勤務時間及び休暇に関する規則の一部を改正する規則

　教育委員会職員の勤務時間及び休暇に関する規則（昭和４６年１２月教育委員会規則第９号）の

一部を次のように改正する。

　第５条第１項中「神戸市職員の給与に関する条例」を「神戸市職員の給与等に関する条例」

に改める。

　第７条中「義務教育諸学校等の教育職員に対し」を「義務教育諸学校等の教育職員（以下

「教育職員」という。）に対し」に改める。

　第７条の次に次の１条を加える。

　（業務量の適切な管理その他健康及び福祉の確保）

第７条の２　教育委員会は，教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準

　の維持向上に資するよう，その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間（公立の義務

　教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和４６年法律第７７号。以下「特別措

　置法」という。）第７条の指針で規定する在校等時間をいう。以下同じ。）から所定の勤務
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指導主事，養護技術員，管理栄養士，栄養士，看護師，実習技術員，

自動車運転手，汽かん士，電工，造園手，機械操作手，管理員，施設

管理員，農場手，調理士，グラウンド整備員，作業員，管理員助手，

調理員その他本項列記各職種の助手

技術職員に属

するもの

指導主事，指導員，社会教育主事教員に属する

もの

指導員実習助手に属

するもの
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　時間（特別措置法第６条第３項各号に掲げる日（代休日が指定された日を除く。）以外の日

　における正規の勤務時間をいう。以下同じ。）を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限

　の範囲内とするため，教育職員の業務量の適切な管理を行う。

　⑴　１箇月について４５時間

　⑵　１年について３６０時間

２　教育委員会は，教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な

　増加等に伴い，一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には，

　前項の規定にかかわらず，教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次

　の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため，教育職員の業務量の適切な管理を

　行う。

　⑴　１箇月について１００時間未満

　⑵　１年について７２０時間

　⑶　１箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１箇月，２箇月，３箇月，４箇月及

　　び５箇月の期間を加えたそれぞれの期間において１箇月あたりの平均時間について８０時間

　⑷　１年のうち１箇月において正規の勤務時間以外の時間において４５時間を超えて業務を行

　　う月数について６箇月

３　前２項に定めるもののほか，教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福

　祉の確保を図るために必要な事項については，教育委員会が別に定める。

　別表１を次のように改める。

別表１（第３条関係）

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

週休日休憩

時間

勤務時間特別の勤務に従事する職員

職種名等職名勤務先所属

土曜日，
日曜日

６０分午前８時１５分から午後５時ま
で

一般事務事務職員

　

北学校給食共同

調理場

土曜日，
日曜日

６０分午前８時１５分から午後５時ま
で

一般事務事務職員垂水学校給食共

同調理場

月曜日及

び４週間

を通じ４
日

６０分午前８時30分から
午後５時15分まで

Ａ勤
交
替
勤
務

一般事務

管理員

施設管理員

事務職員

技術職員

住之江公民館

午後０時30分から
午後９時15分まで

Ｂ勤

午前８時４５分から
午後５時３０分まで

日曜日

日曜日及

び４週間

を通じ４
日

６０分午前８時45分から
午後５時30分まで

Ａ勤
交
替
勤
務

一般事務

管理員

施設管理員

事務職員

技術職員

葺合公民館

午後０時15分から
午後９時00分まで

Ｂ勤

午前８時４５分から
午後５時３０分まで

土曜日

日曜日及

び４週間

６０分午前８時45分から
午後５時30分まで

Ａ勤交
替

一般事務

管理員

事務職員

技術職員

清風公民館



　別表２を次のように改める。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ４１４

を通じ４
日

午後０時３０分から
午後９時１５分まで

Ｂ勤勤
務

施設管理員

午前８時４５分から
午後５時３０分まで

土曜日

日曜日及

び４週間

を通じ４
日

６０分午前８時４５分から
午後５時３０分まで

Ａ勤
交
替
勤
務

一般事務

管理員

施設管理員

事務職員

技術職員

長田公民館

午後０時３０分から
午後９時１５分まで

Ｂ勤

午前８時４５分から
午後５時３０分まで

土曜日

日曜日及

び４週間

を通じ４
日

６０分午前８時４５分から
午後５時３０分まで

Ａ勤
交
替
勤
務

一般事務

管理員

施設管理員

事務職員

技術職員

南須磨公民館

午後０時３０分から
午後９時１５分まで

Ｂ勤

午前８時４５分から
午後５時３０分まで

土曜日

日曜日及

び４週間

を通じ４
日

６０分午前８時４５分から
午後５時３０分まで

Ａ勤
交
替
勤
務

一般事務

管理員

施設管理員

事務職員

技術職員

東垂水公民館

午後０時３０分から
午後９時１５分まで

Ｂ勤

午前８時４５分から
午後５時３０分まで

土曜日

日曜日及

び４週間

を通じ４
日

６０分午前８時４５分から
午後５時３０分まで

Ａ勤
交
替
勤
務

一般事務

管理員

施設管理員

事務職員

技術職員

玉津南公民館

午後０時３０分から
午後９時１５分まで

Ｂ勤

午前８時４５分から
午後５時３０分まで

土曜日

土曜日，
日曜日

６０分午前８時３０分から午後５時１５
分まで

一般事務

司書

土木

電気

機械

化学

自動車整備

技士

保健師

事務職員

技術職員

工業高等専門学

校事務室

午前７時１５分から午後４時ま
で

管理員

施設管理員
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別表２（第３条関係）

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

週休日休憩

時間

勤務時間勤務時間

の区分

特別の勤務に従事する職員

職種名等職名勤務先所属

水曜日，
土曜日，
日曜日

６０分午前８時１５分から午後５時ま
で

一般事務事務職員北学校給食共同

調理場

水曜日，
土曜日，
日曜日

６０分午前８時１５分から午後５時ま
で

一般事務事務職員垂水学校給食共

同調理場

月曜日及

び４週間

を通じ４
日

６０分午前８時３０分から
午後３時３０分まで

Ａ勤一般事務

管理員

施設管理員

事務職員

技術職員

住之江公民館

午前１０時１５分から
午後５時１５分まで

Ｂ勤

午後２時１５分から
午後９時１５分まで

Ｃ勤

午前８時４５分から
午後３時４５分まで

日曜日

Ａ勤

午前１０時３０分から
午後５時３０分まで

日曜日

Ｂ勤

日曜日及

び４週間

を通じ４
日

６０分午前８時４５分から
午後３時４５分まで

Ａ勤一般事務

管理員

施設管理員

事務職員

技術職員

葺合公民館

午前１０時３０分から
午後５時３０分まで

Ｂ勤

午後２時００分から
午後９時００分まで

Ｃ勤

午前８時４５分から
午後３時４５分まで

土曜日

Ａ勤

午前１０時３０分から
午後５時３０分まで

土曜日

Ｂ勤

日曜日及

び４週間

を通じ４
日

６０分午前８時４５分から
午後３時４５分まで

Ａ勤一般事務

管理員

施設管理員

事務職員

技術職員

清風公民館

午前１０時３０分から
午後５時３０分まで

Ｂ勤

午後２時１５分から
午後９時１５分まで

Ｃ勤

午前８時４５分から
午後３時４５分まで

土曜日

Ａ勤

午前１０時３０分から
午後５時３０分まで

土曜日

Ｂ勤
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日曜日及

び４週間

を通じ４
日

６０分午前８時４５分から
午後３時４５分まで

Ａ勤一般事務

管理員

施設管理員

事務職員

技術職員

長田公民館

午前１０時３０分から
午後５時３０分まで

Ｂ勤

午後２時１５分から
午後９時１５分まで

Ｃ勤

午前８時４５分から
午後３時４５分まで

日曜日

Ａ勤

午前１０時３０分から
午後５時３０分まで

日曜日

Ｂ勤

日曜日及

び４週間

を通じ４
日

６０分午前８時４５分から
午後３時４５分まで

Ａ勤一般事務

管理員

施設管理員

事務職員

技術職員

南須磨公民館

午前１０時３０分から
午後５時３０分まで

Ｂ勤

午後２時１５分から
午後９時１５分まで

Ｃ勤

午前８時４５分から
午後３時４５分まで

土曜日

Ａ勤

午前１０時３０分から
午後５時３０分まで

土曜日

Ｂ勤

日曜日及

び４週間

を通じ４
日

６０分午前８時４５分から
午後３時４５分まで

Ａ勤一般事務

管理員

施設管理員

事務職員

技術職員

東垂水公民館

午前１０時３０分から
午後５時３０分まで

Ｂ勤

午後２時００分から
午後９時００分まで

Ｃ勤

午前８時４５分から
午後３時４５分まで

土曜日

Ａ勤

午前１０時３０分から
午後５時３０分まで

土曜日

Ｂ勤

日曜日及

び４週間

を通じ４
日

６０分午前８時４５分から
午後３時４５分まで

Ａ勤一般事務

管理員

施設管理員

事務職員

技術職員

玉津公民館

午前１０時３０分から
午後５時３０分まで

Ｂ勤

午後２時００分から
午後９時００分まで

Ｃ勤

午前８時４５分から
午後３時４５分まで

土曜日

Ａ勤

午前１０時３０分から
午後５時３０分まで

土曜日

Ｂ勤
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　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　職員の服務の宣誓に関する規則及び神戸市教育委員会職員の特殊勤務手当に関する規則の一

部をここに公布する。

　　令和２年３月３１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２２号

　　　職員の服務の宣誓に関する規則及び神戸市教育委員会職員の特殊勤務手当に関する規則

　　　の一部を改正する規則

　（職員の服務の宣誓に関する規則の一部改正）

第１条　職員の服務の宣誓に関する規則（昭和２６年４月教育委員会規則第５号）の一部を次の

　ように改正する。

　　第２条第１号中「並びに臨時に雇用されるもの」を削り，「あつては，」を「あっては，」

　に改め，同条第２号中「臨時に雇用される」を「地方公務員法第２２条の２第１項の規定によ

　り任用される」に，「あつては，」を「あっては，」に改め，同条第３号及び第４号中「あ

　つては，」を「あっては，」に改める。

　　第３条中「第２条第３号第４号」を「第２条第３号」に改め，同条の次に次の１条を加え

　る。

　　（施行細目の委任）

　第４条　この規則に定めるもののほか，必要な事項は，教育長が定める。

　（教育委員会職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正）

第２条　神戸市教育委員会職員の特殊勤務手当に関する規則（平成１０年４月教育委員会規則第

　１号）の一部を次のように改正する。

　　第２条第３項中「事務職員及び技術職員を除く。」を「事務職員，技術職員及び地方公務
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土曜日，
日曜日

６０分午前１０時１５分から
午後５時１５分まで

Ａ勤一般事務事務職員工業高等専門学

校事務室

午前１１時１５分から
午後６時１５分まで

Ｂ勤司書

午後１２時１５分から
午後７時１５分まで

Ｃ勤

日曜日並

びに土曜

日及び１
週間を通

じ平日１
日

午前８時３０分から
午後５時１５分まで

土木

電気

機械

化学



　員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。」に

　改め，同項第３号中「神戸市職員の給与に関する条例」を「神戸市職員の給与等に関する条

　例」に改める。

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　重要文化財旧小寺家厩舎管理規則等を廃止する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１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２３号

　　　重要文化財旧小寺家厩舎管理規則等を廃止する規則

　次に掲げる規則は，廃止する。

　⑴　重要文化財旧小寺家厩舎管理規則（昭和４５年１０月教育委員会規則第１３号）

　⑵　神戸市伝統的建造物群保存地区に関する規則（昭和５５年１月教育委員会規則第９号）

　⑶　神戸市立博物館条例施行規則（昭和５７年７月教育委員会規則第８号）

　⑷　神戸市埋蔵文化財センター条例施行規則（平成３年８月教育委員会規則第４号）

　⑸　神戸市立小磯記念美術館条例施行規則（平成４年７月教育委員会規則第１号）

　⑹　神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例施行規則（平

　　成９年７月教育委員会規則第３号）

　⑺　神戸市風見鶏の館等条例施行規則（平成１１年３月教育委員会規則第１６号）

　⑻　文化財保護法第１８４条第１項等に規定する許可申請等取扱規則（平成１２年３月教育委員

　　会規則第１２号）

　⑼　神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例施行規則（平成１２年３月教育委員会規則

　　第１４号）

　⑽　神戸市立図書館条例施行規則（平成２０年３月教育委員会規則第９号）

　⑾　神戸ゆかりの美術館条例施行規則（平成２７年１２月教育委員会規則第４号）

　⑿　教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則（平成３１年３月教育委

　　員会規則第１３号）

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市立青少年育成センター設置条例施行規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

神戸市教育委員会　　　

教育長　長　田　　淳　
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神戸市教育委員会規則第２４号

　　　神戸市立青少年育成センター設置条例施行規則

　（趣旨）

第１条　この規則は，神戸市立青少年育成センター設置条例（昭和３５年１２月条例第２６号。以下

　「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（開館時間）

第２条　開館時間は，午前９時から午後５時までとする。ただし，教育長は，特に必要がある

　と認めるときは，これを変更することができる。

　（休館日）

第３条　神戸市立青少年育成センター（以下「センター」という。）の休館日は，次のとおり

　とする。

　⑴　日曜日及び土曜日

　⑵　国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

　⑶　１２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。）

２　前項の規定にかかわらず，教育長が特に必要と認めるときは，休館日を変更し，又は設け

　ることができる。

　（センター内での遵守事項）

第４条　使用者は，次に掲げる事項を守らなければならない。

　⑴　他人に危害を及ぼし，又は他人の迷惑になる行為若しくはこれらのおそれのある行為を

　　しないこと。

　⑵　前号のほか，所長その他係員の管理上必要な指示に従うこと。

　（入級手続き）

第５条　条例第４条第１項の申請は，市立学校に在学する者にあっては，申請書を当該学校に

　提出することにより行わなければならない。

２　条例第４条第２項に規定する申請書は，様式第１号によるものとする。

３　神戸市立学校は，第１項に規定する申請書の提出を受けたときは，申請者がセンターを利

　用することについての校長の意見及び次の各号に掲げる事項を記載した書面を添付してセン

　ターに送付しなければならない。

　⑴　本人の様子

　⑵　出欠状況

　⑶　相談歴

　⑷　その他特記事項

４　条例第４条第５項に規定する通級証明証は，様式第２号によるものとする。

　（施行細目の委任）

第６条　この規則の施行に関し必要な事項は，教育長が定める。

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。
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　神戸市教育委員会職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１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２５号

　　　神戸市教育委員会職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則

　神戸市教育委員会職員の特殊勤務手当に関する規則（平成１０年４月教育委員会規則第１号）

の一部を次のように改正する。

　第２条第１項を次のように改める。

　　　条例第３７条第１号に規定する教育委員会規則で定める額は，次の各号に掲げる職務の区

分に応じ，当該各号に定める額とする。

　⑴　校長に相当する者が行う職務　月額８３，０００円

　⑵　園長に相当する者が行う職務　月額８３，０００円

　⑶　教頭に相当する者が行う職務　月額７７，０００円

　⑷　教職経験２０年以上の者（前各号に掲げる者を除く。）が行う職務　月額５４，０００円

　⑸　教職経験２０年未満の者（第１号から第３号までに掲げるものを除く。）が行う職務

　　　月額４２，０００円

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行し，平成３１年４月１日から適用する。

―――――――――――――――――

　神戸市教育委員会職員証発行規程等の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

神戸市教育委員会　　　

教育長　長　田　　淳　

神戸市教育委員会訓令甲第１号

　　　神戸市教育委員会職員証発行規程等の一部を改正する規程

　（教育委員会職員証発行規程の一部改正）

第１条　神戸市教育委員会職員証発行規程（昭和３２年２月教育委員会訓令甲第４号）の一部を

　次のように改正する。

　　第２条中「次に掲げる者」を「次に掲げる者（ただし，地方公務員法（昭和２５年法律第 

　２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。）」に，同条第１号中「神

　戸市職員の給与に関する条例」を「神戸市職員の給与等に関する条例」に改める。

　（教育委員会職員の旅費取扱規程の一部改正）

第２条　神戸市教育委員会職員の旅費取扱規程（昭和３５年８月教育委員会訓令甲第１号）の一

　部を次のように改正する。

　　第３条中「神戸市職員の給与に関する条例」を「神戸市職員の給与等に関する条例」に改

　める。

　（教育委員会職員退職手当金支給規程の一部改正）
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第３条　神戸市教育委員会職員退職手当金支給規程（昭和３９年１月教育委員会訓令甲第２号）

　の一部を次のように改正する。

　　第２条第２項中「神戸市職員の給与に関する条例」を「神戸市職員の給与等に関する条 

　例」に改める。

　　　附　則

　この規程は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市教育委員会辞令式の一部を改正する訓令をここに公布する。

　　令和２年３月３１日 

神戸市教育委員会　　　

教育長　長　田　　淳　

神戸市教育委員会訓令甲第２号 　　　　　　

　　　神戸市教育委員会辞令式の一部を改正する訓令

　神戸市教育委員会辞令式（平成２１年３月教育委員会訓令甲第２号）の一部を次のように改正

する。

　第３条第２項第４号から第６号までを削る。第３条第３項を削り，次の３項を加える。

３　職名，給与及び補職又は勤務（職種名を有するものについては，その職種名をも併記）の

　各事項につき記載する。

４　前項の規定にかかわらず，職名又は補職名のみで他の事項が判明するものについては，こ

　れにより判明する事項の記載は，これを省略する。

５　併任，兼職，兼務及びその職務に伴う特別の任務（○○委員等）は，特に留保のない限り，

　本職の異動の辞令によって消滅するものとする。

　第４条第１項第１号ア及びウ中「任命する」を「採用する」に改め，同号オ中「講師を」を

「〇〇を」に改め，同項第２号を次のように改める。

　⑵　再任用

　　ア　常時勤務を要する職への再任用の場合

　　　契　神戸市教育委員会事務職員に再任用する

 　任期は○○○○年〇月〇日までとする

　　　形　神戸市公立学校○○（職名）に再任用する

 　任期は○○○○年〇月〇日までとする

　　イ　短時間勤務の職への再任用の場合

　　　契　神戸市教育委員会事務職員に再任用する

　　　　　任期は○○○○年〇月〇日までとする

 　１週間当たりの通常の勤務時間○○時間

　　　形　神戸市立学校○○（職名）に再任用する

 　任期は○○○○年〇月〇日までとする

 　１週間当たりの通常の勤務時間○○時間

　　ウ　再任用の任期を更新する場合
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　　　　再任用の任期を○○○○年〇月〇日まで更新する

　　エ　再任用の任期の満了により当然に退職する場合

　　　　再任用の任期の満了により退職とする

　第４条第１項第４号イ中「○○部○○課」を削り，同号ケを削り，コをケとし，サをコとす

る。

　第４条第１項第５号イ及びウ中「〇〇年」を「〇〇〇〇年」に改め，同項第６号ア(ア)中

「神戸」を削り，同項第11号イを削り，ウをイとし，エをウとし，オをエとし，カをオとする。

　第４条第１項第14号イ及びウ中「〇〇年」を「〇〇〇〇年」に改め，同項第15号イ，ウ及び

エ中「〇〇年」を「〇〇〇〇年」に改め，同条第２項ア中「〇〇年」を「〇〇〇〇年」に改め，

同項イ中「地方公務員法第22条第２項」を「地方公務員法第22条の３第１項」に，「〇〇年」

を「〇〇〇〇年」に改め，同項ウ中「〇〇年」を「〇〇〇〇年」に改める。

　第６条を削り，第７条を第６条とする。

　第１号様式（辞令書）を削る。

　　　附　則

　この訓令は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　事務引継規程の一部を改正する訓令をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

神戸市教育委員会　　　　

教育長　長　田　　　淳　

神戸市教育委員会教育長訓令甲第３号

　　　事務引継規程の一部を改正する訓令

　事務引継規程（昭和２６年５月教育長訓令甲第３号）の一部を次のように改正する。

　第２条中「７日以内」を「１０日以内」に改める。

　第３条中「教育次長及び担当局長」を「事務局長，教育次長及び担当局長」に，「部課長

（学校長，幼稚園長及び部長，室長又は課長に準ずる者を含む。以下同じ。）」を「学校長及

び幼稚園長（以下「校園長」という。）」に，「教育長の指定する職員（教諭を含む。以下同

じ。）」を「地区統括官の指定する職員（教諭を含む。以下同じ。）」に，「部課長以外の職

員」を「その他の職員」に，「所属長（部課長，学校長，幼稚園長をいう。以下同じ。）の指

定する職員」を「所属長（直近上位の局長，部長，課長，校園長，係長その他これらに準ずる

者をいう。以下同じ。）　の指定する職員」に改める。

　第４条第１項中「部課長」を「事務局長，教育次長，担当局長及び校園長」に，「，教育長

に報告しなければならない。」を「，事務局長，教育次長及び担当局長の場合は教育長に，校

園長の場合は地区統括官に報告しなければならない。」に改め，同条第２項中「部課長」を

「事務局長，教育次長，担当局長及び校園長」に改める。

　第５条第１項中「部課長」を「事務局長，教育次長及び担当局長」に改め，「教育長に」の

次に「，校園長にあつては地区統括官に，部課長（部長及び課長に準ずる者を含む。以下同

じ。）にあつては所属長に」を加え，同条第２項中「部課長」を「事務局長，教育次長，担当
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局長，校園長及び部課長」に改める。

　第７条第２項中「部課長」を「事務局長，教育次長及び担当局長」に改め，「教育長に」の

次に「，校園長の場合は地区統括官に」を加え、「，教育長」の次に「，地区統括官」を加え

る。

　第８条第２項中「部課長」を「事務局長，教育次長，担当局長及び校園長」に改める。

　第９条第１項中「部課長」を「事務局長，教育次長及び担当局長」に改め，「教育長」の次

に「，校園長にあつては地区統括官」を加える。

　別記様式中「神戸市教育長」及び「平成」を削る。

　　　附　則

　この訓令は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　教育長権限事務委任規程及び職員人事審議会規程の一部を改正する訓令をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

神戸市教育委員会　　　

教育長　長　田　　淳　

神戸市教育委員会教育長訓令甲第４号

　　教育長権限事務委任規程及び職員人事審議会規程の一部を改正する訓令

　（教育長権限事務委任規程の一部改正）

第１条　教育長権限事務委任規程（昭和４２年７月教育長訓令甲第２号）の一部を次のように改

　正する。

　　第２条第１項第２号から第４号までを削り，第５号を第２号とし，同条第３項を削り，第

　４項中「前３項」を「前２項」に改め，同項を第３項とする。

　（職員人事審議会規程の一部改正）

第２条　職員人事審議会規程（昭和３１年１１月教育長訓令甲第２号）の一部を次のように改正す

　る。

　　第２条中「教育長」の次に「，事務局長」を加え，「，室長，担当部長」を「，担当部長，

　室長」に，「主事」を「担当課長」に改める。

　　　附　則

　この訓令は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市立図書館郵送貸出規程を廃止する訓令を次のように制定する。

　　令和２年３月３１日

　　　神戸市教育委員会　　　

教育長　長　田　　淳　

神戸市教育委員会教育長訓令甲第５号

　　　神戸市立図書館郵送貸出規程を廃止する訓令
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　神戸市立図書館郵送貸出規程（昭和５１年９月教育長訓令甲第４号）は，廃止する。

　　　附　則

　この訓令は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市教育委員会電子計算機処理に係るデータ保護管理規程の全部を改正する訓令を次のよ

うに制定する。

　　令和２年３月３１日

神戸市教育委員会　　　　

教育長　長　田　　　淳　

神戸市教育委員会訓令甲第６号

　　　神戸市教育委員会電子計算機処理に係るデータ保護管理規程の全部を改正する訓令

　　　第１章　総則

　（目的）

第１条　この訓令は，神戸市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の電子計算機処理に

　係る管理運営について必要な事項を定めることにより，データの保護その他の適正な管理を

　図り，もって行政の円滑な運営と信頼を確保することを目的とする。

　（定義）

第２条　この訓令において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるとこ

　ろによる。

　⑴　個人情報　神戸市個人情報保護条例（平成９年１０月条例第４０号。以下「条例」という。）

　　第２条第１号に規定する個人情報をいう。

　⑵　特定個人情報　条例第２条第２号に規定する特定個人情報をいう。

　⑶　特定除外個人情報　条例第９条第１項に規定する特定除外個人情報をいう。

　⑷　電子計算機処理　条例第２条第６号に規定する電子計算機処理をいう。　　　

　⑸　データ　電子計算機処理で扱う情報をいう。

　⑹　業務所管課　神戸市教育委員会公文書管理規程（昭和４３年３月教育委員会訓令甲第３号。

　　以下「公文書管理規程」という。）に規定する所管課（以下「課」という。）であって，

　　電子計算機処理に係る業務を担当するものをいう。

　⑺　委託業務所管課　業務所管課のうち，当該業務の全部又は一部を市の機関以外のものに

　　委託（請負その他これに類する行為及びデータを取り扱う公の施設の管理に係る地方自治

　　法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定による指定（以下「指定管理者の指

　　定」という。）を含む。以下同じ。）をするものをいう。

　⑻　ネットワーク　データの伝達を目的とする通信網並びにそれを構成する機器及びソフト

　　ウェアをいう。

　⑼　端末機　専ら通信回線を介して情報の電子計算機への入力又は電子計算機からの出力を

　　行う装置をいう。

　⑽　パーソナルコンピュータ　情報の入力及び出力並びに情報処理を主として単体で行うこ

　　とを目的とする電子計算機をいう。
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　　　第２章　管理組織

　（データ保護管理者）

第３条　データの保護その他の適正な管理を図るため，データ保護管理者（以下「保護管理者」

　という。）を置き，教育長をもって充てる。

２　学校支援部長及び学校支援部担当課長（業務改善・情報監理担当）は，保護管理者を補佐

　する。

３　保護管理者に対し，この訓令の規定による協議，報告その他の行為をするときは，学校支

　援部担当課長（業務改善・情報監理担当）を経由して行うものとする。

　（データ保護責任者）

第４条　保護管理者の事務の一部を取り扱わせるため，電子計算機を設置する課（以下「電子

　計算機設置課」という。）及び委託業務所管課にデータ保護責任者（以下「保護責任者」と

　いう。）を置き，それぞれの長をもって充てる。

　（電子計算機処理等を担当する教職員）

第５条　電子計算機処理又はネットワークの利用を行う教職員（地方公務員法（昭和２５年法律

　第２６１号）第３条に規定する地方公務員（教育公務員特例法昭和２４年１月１２日法律第１号）

　第２条に定める教育公務員を含む）をいう。）は，データの保護その他の適正な管理を行う

　ものとする。

　　　第３章　保護データの指定等

　（保護データの届出）

第６条　保護責任者は，当該業務に係るデータが次の各号のいずれかに該当し，又は該当する

　おそれがあると認めるときは，直ちに当該データを保護し，書面により保護管理者に届け出

　るものとする。

　⑴　個人情報（個人情報に該当しない特定個人情報を含む。）に関するデータ

　⑵　法令の規定により秘密を守る義務を課されているデータ

　⑶　部外に知られることが適当でない法人その他の団体に関するデータ

　⑷　部外に漏れた場合に行政の信頼を著しく害するおそれのあるデータ

　⑸　滅失し，又は損傷した場合にその復元が著しく困難であるため行政の円滑な運営が妨げ

　　られるおそれのあるデータ

２　保護責任者は，前項の規定により届出をしたデータ（以下「保護データ」という。）が当

　該業務の終了その他の理由により第１項各号に該当しなくなったと認めるとき又は該当する

　おそれがなくなったと認めるときは，書面により保護管理者に届け出るものとする。

　　　第４章　データ等の管理

　（入力帳票及び出力帳票並びに記録媒体の管理）

第７条　保護責任者は，データを記録している入力帳票及び出力帳票並びに記録媒体（以下 

　「入出力帳票等いう。）の受払いについて，帳簿に記録することによりその経過を明らかに

　するものとする。

２　前項に定めるもののほか，保護責任者は，データを記録している入出力帳票等の管理につ

　いて，必要な措置を講ずるものとする。

　（保護データに係る記録媒体の管理）

第８条　保護責任者は，保護データに係る記録媒体の管理については，前条に定めるもののほ
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　か，次に掲げるところによる。

　⑴　保管については，帳簿に記録するとともに，施錠して保管した上で，必要に応じて予備

　　ファイルを作成して別個の施設に保管することその他の必要な措置を講ずること。

　⑵　記録媒体及びパーソナルコンピュータ（保護データを内蔵の記憶装置に記録していない

　　ものに限る。）の業務所管課が属する施設外への持出しについては、帳簿に記録するとと

　　もに，保護責任者の承認を得るものとする。　

　⑶　公文書管理規程に規定する保存期限の経過等により保管の必要がなくなったときは，速

　　やかに記録の内容を復元できない状態にしての廃棄その他の必要な措置を講ずること。

　⑷　事故が発生したときは，保護責任者は，保護管理者に対し，速やかにその旨を報告する

　　こと。

２　保護管理者は，前項第３号の規定による報告を受けたときは，速やかにその状況を調査し，

　必要な措置を講ずるものとする。

　（通信回線により伝送するときの措置）

第９条　保護責任者は，通信回線によりデータを伝送するときは，専用通信回線の使用，伝送

　するデータを必要最小限にすることその他の必要な措置を講ずるものとする。

　（コンピュータウィルスの感染等の防止）

第１０条　保護責任者は，コンピュータウィルスの感染（電磁的記録その他の記録により電子計

　算機についてその意図に沿うべき動作をさせず，又はその意図に反する動作をさせる不正な

　指令を受けることをいう。）の防止，不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関す

　る法律（平成１１年法律第１２８号）第２条第４項に規定する不正アクセス行為をいう。）を受

　けることの防止その他のデータの保護のために必要な措置を講ずるとともに，その内容をそ

　の所属教職員に周知徹底させるものとする。

　（システム設計書等の管理）

第１１条　保護責任者は，システム設計書，操作手順書，プログラムリストその他のシステムに

　関する図書（以下「システム設計書等」という。）のうち当該業務所管課の教職員以外のも

　のに知られることが適当でないものを指定し，所定の場所への保管その他の必要な措置を講

　ずるものとする。

２　前項の規定による指定を受けたシステム設計書等を当該業務所管課の教職員以外のものに

　提示しようとする者は，保護責任者の承認を得るものとする。

３　保護責任者は，第１項の規定による指定又は前項の承認をしたときは，帳簿に記録するも

　のとする。

　（電子計算機の操作）

第１２条　電子計算機（パーソナルコンピュータを除く。事項において同じ。）の操作は，作業

　計画表に従って行い，その実績を記録するものとする。

２　電子計算機の操作は，電子計算機設置課の長の指示又は承認を受けた者が行うものとする。

　（端末機の操作）

第１３条　端末機を設置する課に端末機の管理責任者を置き，当該課の長をもって充てる。

２　端末機の操作は，管理責任者の指示又は承認を受けた者が行うものとする。

３　端末機の操作に当たっては，カードによる認証，暗証番号の設定その他データの保護に必

　要な措置を講ずるものとする。
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４　管理責任者は，端末機の使用状況を把握するため，必要な措置を講ずるものとする。

　（パーソナルコンピュータの操作）

第１４条　パーソナルコンピュータの操作は，パーソナルコンピュータを設置する課の長による

　承認を受けた者が行うものとする。

２　パーソナルコンピュータの操作に当たっては，カードによる認証，暗証番号の設定その他

　データの保護に必要な措置を講ずるものとする。

　　　第５章　保管施設の管理及び保安

　（入退室の管理）

第１５条　電子計算機設置課の長は，電子計算機を設置している室及び保護データを保護するた

　めの施設（以下「保管施設」という。）への当該課の教職員以外の者の入室について，当該

　課の長の承認なく入室することの禁止，入室及び退室について帳簿への記録，当該課の教職

　員による立会いその他の必要な措置を講ずるものとする。

　（保安措置）

第１６条　電子計算機設置課の長は，火災その他の災害及び盗難に備えて，保管施設に必要な保

　安措置を講ずるものとする。

　（事故発生時の措置）

第１７条　電子計算機設置課の長は，保管施設に重大な事故が発生したときは，保護管理者に対

　し，速やかにその旨を報告するものとする。

２　保護管理者は，前項の報告を受けたときは，速やかに事故の経緯，被害状況等を調査し，

　保管施設及びデータの復旧のための措置を講ずるものとする。

　　　第６章　データの利用及び提供

　（他の業務所管課のデータの利用）

第１８条　業務所管課（教育委員会以外の市の機関の課その他これに類する所属を含む。）の長

　は，他の業務所管課の業務に係るデータ（入力帳票及び出力帳票に係るもの並びに特定個人

　情報のデータを除く。以下この条及び次条において同じ。）から必要なデータを得ようとす

　るとき（第２０条第１項に規定するときを除く。）は，書面により当該業務所管課の長の承認

　を得るものとする。

２　前項の承認には，必要な条件を付することができる。

３　第１項の承認をした業務所管課の長は，承認を求めた業務所管課の長に対し，速やかにそ

　の旨を書面により通知する。

　（市の機関以外の者へのデータの提供）

第１９条　業務所管課の長は，データを市の機関以外のものに提供しようとするとき（次条第１

　項に規定するときを除く。）は，データの提供に関する覚書を締結する。

２　前項に規定する覚書は，次に掲げる事項を明記し，保護管理者と提供先の代表者との間で

　取り交わすものとする。

　⑴　データの内容に関する事項

　⑵　データの使用目的に関する事項

　⑶　データの提供方法に関する事項

　⑷　データの秘密の保持に関する事項

　⑸　データの目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
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　⑹　データの複写及び複製の禁止に関する事項

　⑺　データの取扱いに関する事故の発生時における報告義務に関する事項

　⑻　データの返還又は廃棄が必要な場合にあっては，データの返還又は廃棄に関する事項

　⑼　データの使用又は管理の状況の検査が必要な場合にあっては，当該検査の実施に関する

　　事項

３　業務所管課の長は，第１項の規定によりデータを市の機関以外のものに提供するときは，

　データの受払いについて帳簿に記録するものとする。

　（特定除外個人情報の目的外利用又は提供）

第２０条　業務所管課の長は，条例第９条第１項第４号の規定により、特定除外個人情報のデー

　タを利用又は提供するために、神戸市個人情報保護審議会の意見を聴こうとするときは、あ

　らかじめ書面（特定除外個人情報のデータを提供しようとするときにあっては，特定除外個

　人情報のデータの提供に関する覚書の案を添付した書面）により学校支援部担当課長（業務

　改善・情報監理担当）に協議するものとする。

２　学校支援部担当課長（業務改善・情報監理担当）は，前項の規定による協議の結果を書面

　により業務所管課の長に通知するものとする。

３　第１項の場合を除き、他の業務所管課の業務に係る特定除外個人情報のデータを得ようと

　するときは、第１８条の規定を準用する。

４　第１項の場合を除き、特定除外個人情報のデータを市の機関以外のものに提供しようとす

　るときは、前条の規定を準用する。

５　前条第２項及び第３項の規定は、特定除外個人情報のデータを市の機関以外のものに提供

　しようとする場合において準用する。

　（特定個人情報のデータの利用等）

第２１条　業務所管課の長は，行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

　する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第９条第１項若しくは第２項の

　規定により個人番号（条例第２条第２号に規定する個人番号をいう。）を利用することがで

　きるとき又は同法第１９条第１０号に規定する条例で定めるときに限り，他の業務所管課の業務

　に係る特定個人情報のデータを利用することができる。

２　業務所管課の長は，条例第９条の２第２項に規定するときを除き，特定個人情報を取扱う

　目的以外の目的のために特定個人情報のデータを利用してはならない。

３　業務所管課の長は，番号法第１９条各号のいずれかに該当する場合を除き，特定個人情報 

　（情報提供等記録を除く。）のデータを提供してはならない。

　（個人情報処理のための電子計算機の結合の制限）

第２２条　業務所管課の長は，条例第１２条後段において準用する条例第７条第３項ただし書の規

　定により，電気通信による電子計算機の結合を行おうとするときは，書面により学校支援部

　担当課長（業務改善・情報監理担当）に協議するものとする。

２　学校支援部担当課長（業務改善・情報監理担当）は，前項の規定による協議の結果を書面

　により業務所管課の長に通知するものとする。

　　　第７章　業務の委託

　（業務の委託に伴うデータ保護及び報告）

第２３条　委託業務所管課の長は，当該委託に伴うデータを保護するために必要な次に掲げる措
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　置を講じなければならない。委託の相手方が市の書面による事前の承諾を得て委託業務の第

　三者への委託（以下「再委託」という。）をする場合及び委託業務の再委託を受けた者が市

　の書面による事前の承諾を得て再委託業務の第三者への委託をする場合も，同様とする。

　⑴　あらかじめ，神戸市個人情報保護条例施行規則（平成１０年３月規則第８０号。以下「規 

　　則」という。）第５条第１号に規定するもののほか，委託の相手方のデータの保護に対す

　　る管理体制その他情報セキュリティ対策の実施が確保されるために必要な事項について調

　　査すること。

　⑵　委託の相手方に対して，委託業務に係るデータの使用目的及び使用範囲を明確に示すと

　　ともに，当該委託業務を処理するために取り扱わせるデータを必要最小限にとどめること。

　⑶　委託の相手方に対して，データの漏えい，滅失，毀損及び改ざんの防止その他のデータ

　　の適正な管理のために必要な措置を講じさせること。

　⑷　委託の相手方に対して，委託業務に従事している者又は従事していた者に，その業務に

　　関して知り得たデータの情報を正当な理由なく他人に知らせ，又は不当な目的に使用させ

　　ないために必要な措置を講じさせること。

　⑸　委託の相手方に対して，委託業務に関するデータの管理状況及び情報セキュリティ対策

　　の実施状況について報告を求め，又はその検査をすること。

２　委託業務所管課の長は，毎年５月末までに，その所管に係る前年度の委託業務の状況につ

　いて，学校支援部担当課長（業務改善・情報監理担当）に書面により報告するものとする。

　（委託契約書などの記載事項）

第２４条　委託に関する契約書，協定書その他これに類する書類又は仕様書（以下「委託契約書

　等」という。）（規則第５条第１項第３号に規定する契約書等を除く。）には，次に掲げる

　事項を明記するものとする。

　⑴　データの秘密の保持に関する事項

　⑵　再委託の禁止又は制限に関する事項

　⑶　データの目的以外の目的のための使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

　⑷　データの複写及び複製の禁止に関する事項

　⑸　データの取扱いに関する事故の発生時における報告義務に関する事項

　⑹　データの取扱いに関する検査の実施に関する事項

　⑺　委託業務の終了時のデータ及び資産の返還又は廃棄に関する事項

　⑻　市の定める情報セキュリティに係る規定の遵守に関する事項

　⑼　事故の公表に関する事項

　⑽　委託の相手方の責任者，委託内容，従事者及び作業場所の特定に関する事項

　⑾　委託の相手方の責任者及び従事者に対する研修の実施に関する事項

　⑿　情報セキュリティの確保への取組みの実施状況に係る報告義務に関する事項

　⒀　前各号に掲げる事項に違反した場合における契約の解除（指定管理者の指定の場合を除

　　く。）及び損害賠償に関する事項

２　前項各号に掲げるもののほか，委託契約書等には，必要に応じて次に掲げる事項を明記す

　るよう努めるものとする。

　⑴　提供されるデータの取扱いに関するサービスの品質の保証に関する事項

　⑵　委託業務の定期及び緊急時の報告の義務に関する事項
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　⑶　外部の施設へのデータの搬送時における紛失，盗難並びに不正な複写及び複製の防止に

　　関する事項　

　⑷　前３号に掲げるもののほか，データの保護に関し必要な事項

　（委託の相手方からの誓約書の提出）

第２５条　委託業務所管課の長は，必要に応じ委託の相手方の責任者から秘密の保持その他のデ

　ータの適正な取扱いに関する誓約書を提出させるものとする。

　　　第８章　補則

　（電子計算機等設置に関する協議）

第２６条　電子計算機等を設置，更新，又は増設しようとする課の長は，書面により学校支援部

　担当課長（業務改善・情報監理担当）に協議するものとする。

２　学校支援部担当課長（業務改善・情報監理担当）は，前項の規定による協議の結果を書面

　により電子計算機等を設置，更新又は増設をしようとする課の長に通知するものとする。

　（報告及び検査）

第２７条　電子計算機設置課の長及び業務所管課の長は，その所管に係る保護データの管理状況

　について，定期的に学校支援部担当課長（業務改善・情報監理担当）に報告するものとする。

２　前項の規定による報告は，毎年５月末までに，前年度の保護データの管理状況について書

　面により行うものとする。

３　保護管理者は，保護データの適正な管理を図るため，電子計算機設置課又は業務所管課に

　おける保護データの管理状況について学校支援部担当課長（業務改善・情報監理担当）に検

　査を行わせることができる。

　（施行細目の委任）

第２８条　この訓令に規定する書面及び帳簿の様式その他この訓令の施行に関し必要な事項は，

　保護管理者が定める。

　（施行期日）

１　この訓令は，公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　この訓令の施行の際現に実施している電子計算機処理業務については，この訓令の規定に

　よって実施したものとみなす。

　　　附　則（平成２４年３月２８日教育長訓令甲第２号）

　この訓令は，平成２４年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２５年３月２９日教育長訓令甲第１号）

　この訓令は，平成２５年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２７年３月３１日教育長訓令甲第２号）抄

　（施行期日）

１　この規程は，平成２７年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和２年３月３１日教育長訓令甲第６号）

　この訓令は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ４３２
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神戸市教育委員会教育長告示第８号

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

基づき，神戸市立博物館の休館日を次のとおり変更する。また，同規則第３条第２項の規定に

基づき，神戸市立博物館の開館時間及び入場時間を次のとおり変更する。

　　令和２年３月２７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市教育委員会　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長　長　田　　淳　

１　臨時休館日 　

　　令和２年６月２３日（火）から２８日（日）まで，６月３０日（火）から７月３日（金）まで，

　７月２１日（火），７月２２日（水），９月２４日（木）から２７日（日）まで，１０月２０日（火）か

　ら２３日（金）まで，令和３年１月１９日（火）から２４日（日）まで，２月２日（火）から５日

　（金）まで，３月３０日（火）及び３月３１日（水）

２　臨時開館日

　　令和２年４月３０日（木），１１月４日（水），１１月２４日（火），令和３年１月２日（土）か

　ら４日（月）まで，１月１２日（火），２月１２日（金）及び２月２４日（水）は開館する。

３　開館時間の変更

　　令和２年３月２９日（日）から令和３年３月２８日（日）までの間（神戸市立博物館条例施行

　規則第２条第１項の規定に基づく休館日及び前々項に定める臨時休館日を除く。）は，開館

　時間及び入場時間を次に掲げるとおりに変更する。

　　⑴　金曜日　午前１０時から午後８時まで（入場時間は午後７時３０分まで）

　　⑵　土曜日　午前１０時から午後９時まで（入場時間は午後８時３０分まで）

　　⑶　その他の曜日　午前１０時から午後６時まで（入場時間は午後５時３０分まで）

―――――――――――――――――

神戸市教育委員会教育長告示第９号

　神戸市埋蔵文化財センター条例施行規則（平成３年８月教育委員会規則第４号）第２条第２

項に基づき、神戸市埋蔵文化財センターを次のとおり臨時休館し、次のとおり臨時開館する。

　　令和２年３月２７日

神戸市教育委員会　　　

教育長　長　田　　淳　

１　臨時休館日

　　　令和２年４月１７日（金）・６月２日（火）・７月２２日（水）・１０月２０日（火）

　　　令和３年１月１５日（金）・３月９日（火）・３月２３日（火）

２　館内改修工事のための休館期間

　　　令和２年１１月１０日（火）から令和２年１２月２７日（日）まで

３　臨時開館日

　　　令和２年４月３０日（木）・５月７日（木）

　　　令和３年２月１２日（金）・２月２４日（水）

　　　

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



―――――――――――――――――

神戸市教育委員会教育長告示第１０号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者を次のとおり

指定した。

　　令和２年３月２７日

神戸市教育委員会　　　

教育長　長　田　　淳　

―――――――――――――――――

神戸市教育委員会教育長告示第１３号

　令和元年１２月２７日の神戸市教育委員会教育長告示第６号で告示した，神戸市立図書館条例施

行規則（平成２０年３月教育委員会規則第９号）第２条第１項第２号の規定による蔵書点検のた

めの休館日を変更し，及び，第２条第２項の規定による臨時の休館日を新たに定めたので，次

のとおり告示する。

　　令和２年３月３１日

　　　神戸市教育委員会　　　

教育長　長　田　　淳　

１　変更後の蔵書点検のために休館する図書館及び休館日

　⑴　休館する図書館及び期間

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ４３４

指定期間指定管理者公の施設の名称

令和２年４月１日

から令和３年３月

３１日まで

東京都文京区大塚３丁目１番１号

神戸新聞・ＴＲＣグループ

　　代表者　株式会社図書館流通センター

　　　　　　代表取締役　細川　博史

神戸市立三宮図書館

点　　検　　期　　間　名　　　称

令和２年５月１３日（水）から令和２年５月１７日（日）まで中 央 図 書 館

令和２年６月３日（水）から令和２年６月７日（日）まで東 灘 図 書 館

令和２年５月２７日（水）から令和２年５月３１日（日）まで灘 図 書 館

三 宮 図 書 館

兵 庫 図 書 館

北 図 書 館

北 神 図 書 館

新 長 田 図 書 館

令和２年５月２７日（水）から令和２年５月３１日（日）まで須 磨 図 書 館



４３５

　⑵　変更があった事項及びその内容

　　　中央図書館の点検期間について，「令和２年５月１３日（水）から令和２年５月２２日 

　　（金）まで」を「令和２年５月１３日（水）から令和２年５月１７日（日）まで」に改める。

　　三宮図書館，兵庫図書館，北図書館，北神図書館，新長田図書館，西図書館について，蔵

　　書点検のための休館は行わない。

２　臨時に休館する図書館及び休館日

　⑴　休館する図書館

　　　兵庫図書館

　⑵　休館日

　　　令和２年５月１９日（火）から令和２年５月２７日（水）まで

　⑶　休館する理由

　　　兵庫図書館空調設備改修工事を行うため

  人 事 委 員 会  

　人事委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３０日

神戸市人事委員会　　　　

委員長　芝　原　貴　文　

神戸市人事委員会規則第１６号

　　　人事委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則

　人事委員会事務局の組織等に関する規則（昭和２６年人委規則第１号）の一部を次のように改

正する。

第５条第２項中「事務局長」の次に「及び担当部長を」を加える。

第６条中第３項を第４項とし，第２項を第３項とし，第１項の次に次の１項を加える。

　２　担当部長は，上司の命を受け，所掌事務を掌理し，所掌事務を担当する職員を指揮監督

　　する。

第７条中「所管の課長が」を「当該事務を所掌する担当部長又は課長が」に改める。

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　人事委員会事務局職員の服務の宣誓に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３０日

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

令和２年５月２０日（水）から令和２年５月２４日（日）まで垂 水 図 書 館

西 図 書 館



神戸市人事委員会　　　　

委員長　芝　原　貴　文　

神戸市人事委員会規則第１７号

　　　人事委員会事務局職員の服務の宣誓に関する規則の一部を改正する規則

　人事委員会事務局職員の服務の宣誓に関する規則（昭和２６年人委規則第２号）の一部を次の

ように改正する。

第１条中「事務職員」を「職員」に改め，次のただし書を加える。

　　ただし，会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の２第１項の規定により任用された職員

　をいう。）にあつては，その者の属する課の長又はその委任を受けた公務員の前において行

　うものとする。

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　昇任の選考に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

神戸市人事委員会　　　　

委員長　芝　原　貴　文　

神戸市人事委員会規則第１８号

　　　昇任の選考に関する規則の一部を改正する規則

　昇任の選考に関する規則（昭和３５年４月人委規則第２号）の一部を次のように改正する。

　付表（別表第１）中，

　「

      　 」を

　「

      　 」

　に改める。

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ４３６

各部副部長

担当係長（ただし，

人事委員会の指定す

る職務内容のもの）

保　健　所

環境保健研究所

保健

福祉局

市長の

事務部局

２

健康局
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　神戸市職員の給与等に関する条例の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３月３１日

神戸市人事委員会　　　　

委員長　芝　原　貴　文　

神戸市人事委員会規則第１９号

　　　神戸市職員の給与等に関する条例の施行規則の一部を改正する規則

　神戸市職員の給与等に関する条例の施行規則（昭和３２年１２月人委規則第１１号）の一部を次の

ように改正する。

　第７条第２項中「会計年度任用職員の休日」の次に「（以下「会計年度任用職員の休日」と

いう。）を加える。

　第１１条に次の１項を加える。

１１　その他，時間外勤務手当について必要な事項は任命権者が別に定める。

　第１６条の３第２項中「勤務日数（第７条第２項に規定する場合を含む。）」を「実勤務日数

（正規の勤務時間（会計年度任用職員の休日に割り振られた場合を除く。）に実際に勤務した

日数（第７条第２項に規定する場合（会計年度任用職員の休日である場合は除く。）で勤務し

ない日数を含む。）のことをいう。以下同じ。）」に改め，同条第３項中「勤務時間数（第７

条第２項に規定する場合を含む。）を乗じて得た額」を「実勤務時間数（正規の勤務時間（会

計年度任用職員の休日に割り振られた場合を除く。）に実際に勤務した時間数（第７条第２項

に規定する場合（会計年度任用職員の休日である場合は除く。）で勤務しない時間数を含

む。）のことをいう。以下同じ。）を乗じて得た額とし，その額に１円未満の端数があるとき

は，その端数を切り捨てた額」に改める。

　第１６条の４第１項中「第１０条の７の規定によりフルタイム会計年度任用職員に支給される手

当」の次に「（以下「月額手当」という。）」を加え，「（以下「月額手当相当報酬」とい

う。）」を削り，同項第１号中「相当報酬」を削り，同項第２号中「１日当たりの勤務時間を

乗じて得た額」の次に「（１円未満の端数があるときは，その端数を切り捨てた額とす

る。）」を加え，「勤務日数（第７条第２項に規定する場合を含む。）」を「実勤務日数」に

改め，同項第３号中「相当報酬」を削り，「除して得た額」の次に「（１円未満の端数がある

ときは，その端数を切り捨てた額とする。）」を加え，「勤務時間数（第７条第２項に規定す

る場合を含む。１時間に満たない端数があるときは，３０分以上は１時間とし，３０分未満は切り

捨てる。）」を「実勤務時間数」に改める。

　第１６条の６に次の１項を加える。

３　前２項の規定により難い理由のある者の報酬の支給日については，任命権者が別の定めを

　することができる。

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　管理職手当の支給に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



神戸市人事委員会　　　　

委員長　芝　原　貴　文　

神戸市人事委員会規則第２０号

　　　管理職手当の支給に関する規則等の一部を改正する規則

　（管理職手当の支給に関する規則の一部改正）

第１条　管理職手当の支給に関する規則（昭和３７年７月人委規則第１１号）の一部を次のように

　改正する。

　　第５条第１項中「高等学校長」を「地区統括官，高等学校長」に改める。

　　別表第１及び別表第２を次のように改める。

　別表第１

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ４３８

支給

区分

支給

額
職任命権者の組織

１種甲局長，担当局長（市長が定めるものに限る。）各任命権者共通

２種甲担当局長（１種のものを除く。）

１種乙副局長

２種乙部長，次長，担当部長（市長が定めるものに限

る。）

３種乙担当部長（１種及び２種のものを除く。）

１種丙課長，担当課長

１種甲危機管理監市長

２種乙広報官

１種甲室長市長室

１種丙国際連携専門官，広聴専門官

２種乙室長危機管理室

１種甲室長会計室

１種甲医療・新産業本部長企画調整局

３種乙東京事務所長

１種丙つなぐラボ所長，情報システム専門官，イノベー

ション専門官

２種乙職員研修所長行財政局

３種乙業務改革専門官，法務監察専門官

１種丙総務事務センター長，職員研修所副所長，主任相

談員

２種甲中央図書館長文化スポーツ局

３種乙博物館副館長，博物館事務局長
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１種丙国際スポーツ室長，小磯記念美術館事務室長

１種丙和光園長，障害者福祉センター所長，障害者更生

相談所長，さざんか療護園長，発達障害者支援セ

ンター長，ひきこもり支援室長

福祉局

２種乙保健所長健康局

１種丙墓園管理センター長，斎場管理センター長，口腔

保健支援センター長，衛生監視事務所長，環境保

健研究所長，環境保健研究所部長，環境保健研究

所副所長，食品衛生検査所長，食肉衛生検査所長，

精神保健福祉センター所長，保健センター長

２種乙こども家庭センター所長こども家庭局

１種丙若葉学園長，療育センター所長，こども家庭セン

ター副所長

１種丙事業所長，自動車管理事務所長，クリーンセンタ

ー所長（妙賀山クリーンセンター所長，苅藻島ク

リーンセンター所長及び落合クリーンセンター所

長を除く。），布施畑環境センター所長

環境局

２種甲中央卸売市場運営本部長経済観光局

３種乙中央卸売市場運営本部本場長，中央卸売市場運営

本部市場長

１種丙都市型創造産業統括プロデューサー，消費生活セ

ンター所長，農業振興センター所長

２種甲湾岸・広域幹線道路本部長建設局

２種乙王子動物園長，建設事務所長，水環境センター長

１種丙森林整備事務所長，王子動物園副園長，建設事務

所副所長，水環境センター副所長

２種甲都心再整備本部長都市局

１種丙臨海整備事務所長，西神整備事務所長

１種丙神戸港管理事務所長 港湾局

１種甲区長，北神担当区長区役所，区役所支

所及び区役所出張

所

２種乙支所長

３種乙出張所長

２種乙市民防災総合センター長，消防署長消防長

３種乙航空機動隊長

１種丙航空機動隊副隊長，水上消防署副署長，北神分署

長



　　　備考

　　　１　本表の支給額の欄中「甲」，「乙」及び「丙」は，支給区分に応じ，下表に定める

　　　　月額を表す。ただし，支給額「甲」を受ける職員のうち，理事であるものについては，

　　　　月額１０，０００円を加算した額とすることができる。

　　　２　第２条に規定する職のうち，前項の表に掲げられていない月額を定める特段の事情

　　　　があると市長が認める職にあつては，次の各号に掲げる額の範囲内で，市長が別に定

　　　　める額とする。

　　　　⑴　前項の表の支給額の欄に掲げる区分にかかわらず，同表の月額欄に当該職に係る

　　　　　支給額及び支給区分欄に掲げる区分に応じた月額より一段高い区分があるときは，

　　　　　当該区分に掲げる月額未満の額。

　　　　⑵　前項の表の支給額の欄に掲げる区分にかかわらず，同表の月額欄に当該職に係る

　　　　　支給額及び支給区分欄に掲げる区分に応じた月額より一段低い区分があるときは，

　　　　　当該区分に掲げる月額を超える額。

　　別表第２

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ４４０

１種甲事務局長，教育次長教育委員会

３種乙総合教育センター所長

１種丙監理室長，公民館長，高等専門学校事務室長，高

等学校事務長

１種甲事務局長選挙管理委員会

１種甲事務局長人事委員会

１種甲事務局長代表監査委員

３種乙事務局長農業委員会

１種甲事務局長市会議長

月額支給区分支給額

１３９，０００円１種甲

１３１，０００円２種

１１７，０００円１種乙

１１２，０００円２種

１０７，０００円３種

８９，０００円１種丙

再任用職員の支給額支給額職組織の区分

９６，３００円１０７，０００円地区統括官教育委員会

―１０７，０００円高等専門学校長

６８，７００円７８，７００円高等学校長

５３，５００円６７，６００円幼稚園長



４４１

　　　備考　本表の職欄に掲げる職にある職員であつて再任用職員であるものの管理職手当の

　　　　月額は，再任用職員の支給額欄に掲げる額とする。

　（管理職員等の範囲を定める規則の一部改正）

第２条　管理職員等の範囲を定める規則（昭和４１年９月人委規則第５号）の一部を次のように

　改正する。

　　別表を次のように改める。

　別表（第２条，第４条関係）

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

６５，７００円７２，７００円小学校，中学校，義務教

育学校又は特別支援学校

の校長

―６５，１００円小学校，中学校，義務教

育学校，高等学校又は特

別支援学校の教頭

―５５，０００円高等専門学校主事

職任命権者の組織

局長　担当局長　副局長　部長　次長　担当部長　課長

　担当課長

各任命権者共通

危機管理監　広報官市長部局

室長　国際連携専門官　広聴専門官　秘書課総務係長及

び担当係長

市長室

室長　総務担当の担当係長危機管理室

室長　総務担当の担当係長会計室

本部長　所長　情報システム専門官　イノベーション専

門官　企画課企画第１係長及び担当係長（派遣職員の人

事，給与及び服務に関する特に重要な企画事務を担当す

る者に限る。）

企画調整局

所長男女共同参画セン

ター

所長東京事務所

業務改革専門官　法務監察専門官　主任相談員　センタ

ー長　業務改革課総務係長，企画係長及び担当係長（派

遣職員の人事，給与及び服務に関する特に重要な企画事

務を担当する者並びに行財政改善の推進に関する特に重

要な事務を担当する者に限る。）　庁舎課庁舎管理係長

及び担当係長（勤務条件の変更に関する特に重要な企画

事務を担当する者に限る。）　区役所課区政係長及び担

行財政局



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ４４２

当係長（勤務条件の変更に関する特に重要な企画事務を

担当する者に限る。）　法務支援課政策法務係長及び担

当係長（人事，給与及び服務に関する条例，規則等の審

査事務を担当する者に限る。）　法務支援課の事務職員

（人事，給与及び服務に関する条例，規則等の審査事務

を担当する者に限る。）　人事課，組織制度課及び給与

課の担当係長　人事課，組織制度課及び給与課の事務職

員（人事，給与及び服務に関する企画事務を担当する者

に限る。）　厚生課福利係長，衛生管理係長及び担当係

長（職員の厚生福利に関する計画の策定及び実施に関す

る事務を担当する者に限る。）　総務事務センター担当

係長（職員の給与支給を担当するものに限る。）　財務

課の係長及び担当係長

所長　副所長職員研修所

室長　スポーツ企画課担当係長（派遣職員の人事，給与

及び服務に関する特に重要な企画事務を担当する者に限

る。）

文化スポーツ局

館長　副館長　事務局長博物館

館長　事務室長小磯記念美術館

館長中央図書館

政策課政策係長及び担当係長（局の職員の人事及び服務

に関する事務を担当する者並びに派遣職員の人事，給与

及び服務に関する特に重要な企画事務を担当する者に限

る。）

福祉局

園長和光園

所長障害者福祉センタ

ー

所長障害者更生相談所

園長さざんか療護園

センター長発達障害者支援セ

ンター

室長ひきこもり支援室

政策課政策係長健康局

センター長墓園管理センター

センター長斎場管理センター

所長保健所



４４３ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

センター長口腔保健支援セン

ター

所長衛生監視事務所

所長　副所長環境保健研究所

所長食品衛生検査所

所長食肉衛生検査所

所長精神保健福祉セン

ター

センター長保健センター

こども企画課総務係長及び担当係長（局の職員の人事及

び服務に関する事務を担当する者並びに派遣職員の人事，

給与及び服務に関する特に重要な企画事務を担当する者

に限る。）

こども家庭局

園長若葉学園

所長療育センター

所長　副所長　児童福祉法務専門官こども家庭センタ

ー

環境政策課総務係長　事業管理課担当係長（部内の人事

及び服務に関する事務を担当する者に限る。）

環境局

所長事業所

所長自動車管理事務所

所長クリーンセンター

（妙賀山クリーン

センター，苅藻島

クリーンセンター

及び落合クリーン

センターを除く。）

所長布施畑環境センタ

ー

本部長　都市型創造産業統括プロデューサー　経済政策

課総務係長

経済観光局

所長消費生活センター

所長農業振興センター

場長本場

場長市場



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ４４４

本部長　総務課総務係長及び担当係長（派遣職員の人事，

給与及び服務に関する特に重要な企画事務を担当する者

に限る。）

建設局

所長森林整備事務所

園長　副園長王子動物園

所長　副所長建設事務所

センター長水環境センター

本部長　総務課総務係長及び担当係長（派遣職員の人事，

給与及び服務に関する特に重要な企画事務を担当する者

に限る。）

都市局

所長臨海整備事務所

所長西神整備事務所

住宅政策課総務係長建築住宅局

経営企画課経営企画係長及び調整係長港湾局

所長神戸港管理事務所

区長　北神担当区長　総務課総務係長　北神区役所市民

課総務係長

区役所

所長支所

所長出張所

事務局長　教育次長　地区統括官　室長　総務課総務係

長及び担当係長（人事，給与及び服務に関する条例，規

則等の審査事務を担当する者並びに行財政改善の推進に

関する特に重要な事務を担当する者に限る。）　教職員

課福利係長，給与支給係長，労務制度係長，人事係長，

組織定数係長，任用係長及び担当係長（事務局内の人事，

給与及び服務に関する企画事務並びに派遣職員の人事，

給与及び服務に関する企画事務を担当する者に限る。）

　教職員課労務制度係，人事係及び組織定数係の事務職

員（事務局内の人事，給与及び服務に関する企画事務並

びに派遣職員の人事，給与及び服務に関する企画事務を

担当する者に限る。）　担当係長（神戸市職員の給与に

関する条例（昭和２６年３月条例第８号）第３条第１項第

３号に掲げる給料表（同号ア及びエを除く）の適用を受

ける者に限る。）

教育委員会事務局

館長公民館

所長　総合教育センター



４４５

　（級別基準職務表の適用範囲に関する規則の一部改正）

第３条　級別基準職務表の適用範囲に関する規則（平成２８年４月人委規則第６号）の一部を次

　のように改正する。

　　別表第１を次のように改める。

　別表第１　行政職給料表

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

校長　教頭小学校

校長　教頭中学校

校長　副校長　教頭義務教育学校

校長　教頭　事務長高等学校

校長　事務室長　教務主事　学生主事　高等専門学校

校長　教頭特別支援学校

園長幼稚園

事務局長　総務担当の担当係長選挙管理委員会事務局

事務局長　担当係長人事委員会事務局

事務局長　第１課総務担当の担当係長監査事務局

事務局長農業委員会事務局

事務局長　総務課総務係長市会事務局

事業所等の名称局室区役所の名称職務の内容
職務

の級

三宮証明サービスコーナー行財政局所長の職務５級

更生センター，更生援護相談所福祉局

保育所こども家庭局

妙賀山クリーンセンター，苅藻島クリーン

センター，落合クリーンセンター

環境局

明舞サービスコーナー垂水区役所

出張所区役所

青少年育成センター教育委員会事務局

ひまわり学園，のばら学園，まるやま学園，

あけぼの学園

こども家庭局園長の職務

神出自然教育園教育委員会事務局

神戸ゆかりの美術館文化スポーツ局事務長の職務

高等学校（神港橘高等学校を除く。）教育委員会事務局

男女共同参画センター，東京事務所企画調整局副所長の職務

食品衛生検査所健康局



令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ４４６

事業所，自動車管理事務所，東クリーンセ

ンター，港島クリーンセンター，西クリー

ンセンター ,布施畑環境センター

環境局

森林整備事務所建設局

西神中央出張所西区役所

和光園，さざんか療護園福祉局副園長の職務

環境保健研究所健康局副部長の職務

公民館教育委員会事務局副館長の職務

国際課市長室国際渉外専門官の

職務

情報化戦略部企画調整局デジタル化専門官

の職務

新産業課企画調整局イノベーション専

門官の職務

調査課企画調整局医療イノベーショ

ン専門官の職務

厚生課行財政局相談員の職務

監理室，児童生徒課教育委員会事務局学校法務専門官の

職務

男女共同参画センター，つなぐラボ企画調整局所長の職務６級

障害者福祉センター，障害者更生相談所福祉局

衛生監視事務所，環境保健研究所，食品衛

生検査所，食肉衛生検査所

健康局

療育センターこども家庭局

事業所，自動車管理事務所，東クリーンセ

ンター，港島クリーンセンター，西クリー

ンセンター，布施畑環境センター

環境局

消費生活センター，農業振興センター経済観光局

森林整備事務所建設局

臨海整備事務所，西神整備事務所都市局

神戸港管理事務所港湾局

国際スポーツ室文化スポーツ局室長の職務

ひきこもり支援室福祉局

監理室教育委員会事務局



４４７ 令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

小磯記念美術館文化スポーツ局事務室長の職務

高等専門学校事務室教育委員会事務局

総務事務センター行財政局センター長の職務

発達障害者支援センター福祉局

墓園管理センター，斎場管理センター健康局

小磯記念美術館，神戸ゆかりの美術館文化スポーツ局館長の職務

公民館教育委員会事務局

和光園，さざんか療護園福祉局園長の職務

若葉学園こども家庭局

環境保健研究所健康局部長の職務

職員研修所行財政局副所長の職務

こども家庭センターこども家庭局

建設事務所建設局

王子動物園建設局副園長の職務

航空機動隊消防局副隊長の職務

神港橘高等学校教育委員会事務局事務長の職務

国際部市長室国際連携専門官の

職務

広報戦略部市長室広聴専門官の職務

情報化戦略部企画調整局情報システム専門

官の職務

新産業課企画調整局イノベーション専

門官の職務

行財政局主任相談員の職務

経済観光局都市型創造産業統

括プロデューサー

の職務

北学校給食共同調理場，垂水学校給食共同

調理場 

教育委員会事務局場長の職務

局副局長の職務７級

東京事務所企画調整局所長の職務

職員研修所行財政局

こども家庭センターこども家庭局

建設事務所建設局



　　別表第３を次のように改める。

　別表第３　教育職給料表⑵

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ４４８

西神中央出張所西区役所

本場，市場経済観光局場長の職務

王子動物園建設局園長の職務

水環境センター建設局センター長の職務

北須磨支所須磨区役所支所長の職務

博物館文化スポーツ局事務局長の職務

農業委員会

博物館文化スポーツ局副館長の職務

市会事務局次長の職務

市長室広報官の職務

行財政局業務改革専門官の

職務

行財政局法務監察専門官の

職務

危機管理室危機管理監の職務８級

市長室室長の職務

会計室

医療・新産業本部企画調整局本部長の職務

中央卸売市場運営本部経済観光局

湾岸・広域幹線道路本部建設局

都心再整備本部都市局

教育委員会事務局教育次長の職務

中央図書館，博物館文化スポーツ局館長の職務

北神区役所北神担当区長の職

務

事業所等の名称局室区役所の名称職務の内容
職務

の級

学校環境整備課，学校教育課，児童生徒課教育委員会事務局担当係長の職務３級

教育委員会事務局地区統括官の職務４級

総合教育センター　　　　　教育委員会事務局所長の職務

総務部教育委員会事務局担当部長の職務



４４９

　　別表第５から別表第７を次のように改める。

　別表第５　教育職給料表⑸

　別表第６　医療職給料表⑴

　別表第７　医療職給料表⑵

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　神戸市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の施行規則及び神戸市会計年度任用職員の勤務

時間，休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市人事委員会　　　　

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

事業所等の名称局室区役所の名称職務の内容
職務

の級

スポーツ企画課文化スポーツ局担当係長の職務４級

こども青少年課こども家庭局

まちづくり課中央区役所

教職員課，学校経営支援課，学校環境整備

課，健康教育課，学校教育課，教科指導課，

児童生徒課，特別支援教育課，研修育成課

教育委員会事務局

こども青少年課こども家庭局担当課長の職務５級

教職員課，学校教育課，教科指導課，児童

生徒課，特別支援教育課，研修育成課

教育委員会事務局

事業所等の名称局室区役所の名称職務の内容
職務

の級

精神保健福祉センター健康局所長の職務３級

口腔保健支援センター健康局センター長の職務

環境保健研究所健康局副所長の職務

保健所健康局所長の職務４級

事業所等の名称局室区役所の名称職務の内容
職務

の級

保健センター健康局センター長の職務６級

教職員課，学校教育課教育委員会事務局担当課長の職務



委員長　芝　原　貴　文　

神戸市人事委員会規則第２１号

　　　神戸市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の施行規則及び神戸市会計年度任用職員の

　　　勤務時間，休暇等に関する規則の一部を改正する規則

　（職員の勤務時間，休暇等に関する条例の施行規則の一部改正）

第１条　神戸市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の施行規則（平成６年１２月人委規則第７

　号）の一部を次のように改正する。

　　第９条第１項ただし書き及び各号を削り，同条中第６項を第８項とし，第５項を第７項と

　し，第４項中「前３項」を「前４項」に，「これらの規定による年次有給休暇の日数に短時

　間勤務職員の１週間の勤務日の日数を５で除して得た数を乗じて得た日数（１日未満の端数

　があるときは，これを四捨五入して得た日数）とする。」を「次の各号に掲げる職員の区分

　に応じ、当該各号に定める日数とする。」に改め，同項に次の各号を加える。

　　⑴　次号以外の職員　第１項の規定による年次有給休暇の日数に短時間勤務職員の１週間

　　　の勤務日の日数を５で除して得た数を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは，

　　　これを四捨五入して得た日数）

　　⑵　育児短時間勤務職員のうち第２条第４項により任命権者が定める勤務時間が１９時間３０

　　　分である職員　１年度につき１１日

　　第９条中第４項を第５項とし，同項の次に次の１項を加える。

　６　前５項の規定にかかわらず，短時間勤務職員のうち第２項各号のいずれかに該当する職

　　員の年次有給休暇の日数は，次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数

　　とする。

　　⑴　次号以外の職員　第２項の規定による年次有給休暇の日数に短時間勤務職員の１週間

　　　の勤務日の日数を５で除して得た数を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは，

　　　これを四捨五入して得た日数）

　　⑵　育児短時間勤務職員のうち第２条第４項により任命権者が定める勤務時間が１９時間３０

　　　分である職員　第２項の規定による年次有給休暇の日数に１９時間３０分を３８時間４５分で除

　　　して得た数を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは，これを四捨五入して得た

　　　日数）とする。

　　第９条第３項中「第１項」を「第２項」に改め，同項を同条第４項とし，同条第２項を同

　条第３項とし，同条第１項の次に次の１項を加える。

　２　前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する職員の年次有給休暇の日数は，

　　それぞれ当該各号に定めるところによる。

　　⑴　前年度中に欠勤した者　１８日

　　⑵　４月以降の新規採用者及び復職者（休職発令の年度における復職者を除く。）につい

　　　ては，採用又は復職の月により，次のとおりとする。

　　　４月　１８日　　５月　１７日　　６月　１６日　　７月　１５日　　８月　１３日　　　

　　　９月　１１日　　１０月　１０日　　１１月　８日　　１２月　７日　　１月　５日　　

　　　２月　３日　　３月　１日

　　第２０条第１項第１号中「６月１６日」を「６月１日」に改め，同項第２号中「６月１７日」を

　「６月２日」に改め，同条に次の１項を加える。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ４５０



４５１

　３　業務上の都合等により，夏季休暇を９月３０日までに与えることができない職員について

　　は，任命権者の承認を得て，１０月３１日までその期間を延長することができる。

　（会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関する規則の一部改正）

第２条　神戸市会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関する規則（令和元年１０月人委規則第

　６号）の一部を次のように改正する。

　　第１９条中「６月１６日」を「６月１日」に改め，同条に次の１項を加える。

　２　業務上の都合等により，夏季休暇を９月３０日までに与えることができない会計年度任用

　　職員については，任命権者の承認を得て，１０月３１日までその期間を延長することができる。

　　別表第４中「６月１６日」を「６月１日」に，「６月１７日」を「６月２日」に改める。

　　　附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

神戸市人事委員会　　　　

委員長　芝　原　貴　文　

神戸市人事委員会規則第２２号

　　　神戸市職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則

　神戸市職員の退職管理に関する規則（平成２８年４月人委規則第７号）の一部を次のように改

正する。

第１２条中「（様式第１）」を削り，同条第１０号中「参考となるべき」を「承認に必要な」に改

める。

第１３条本文中「（様式第２）」を削り，同条ただし書き中「提出する」を「提出して行う」に

改める。

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

ければならない」を「提出して行わなければならない」に改める。

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

―――――――――――――――――

　人事委員会委員長及び事務局長等専決規程の一部を改正する訓令をここに公布する。　

　　令和２年３月３０日

神戸市人事委員会　　　　

委員長　芝　原　貴　文　

神戸市人事委員会訓令甲第２号

　　　人事委員会委員長及び事務局長等専決規程の一部を改正する訓令

　人事委員会委員長及び事務局長等専決規程（昭和４９年人委訓令甲第１号）の一部を次のよう

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



に改正する。

第７条中「課長に」を「担当部長及び課長に」に改め，同条を第８条とする。

第６条中「副市長以下専決規程」を「神戸市長の権限に属する事務の専決規程」に改め，同条

を第７条とする。

第５条を第６条とし，第４条を第５条とし，第３条の次に次の１条を加える。

　第４条　担当部長の専決事項は，次のとおりとする。

　　⑴　所掌事務に関する重要でない照会，回答，通知，届出，申請，申告，報告，進達，副

　　　申，通達等に関すること。

　　⑵　前号に準ずる事項に関すること。

別表中

「

      　　　　」を

「

      　　　　」に，

「

       」を

「

       」に，

「

       」を

「

       」に，

「

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ４５２

――事務職員―任用（補職を含む）

―会計年度

任用職員

行政職４級以

下（相当職を

含む。）の職

員

―任用（補職を含む）

――事務職員―退職

―会計年度

任用職員

行政職４級以

下（相当職を

含む。）の職

員

―退職

―担当係長

以下

課長局長決定給料給与

―全職員――支給

―担当係長

以下

担当部長及び

課長

局長決定給料給与

―全職員――支給

課長の長期

にわたるも

のは委員会

担当係長

以下

―課長局長休暇の付与服務



４５３

       」を

「

       」に

改める。

　　　附　則

　この訓令は，令和２年４月１日から施行する。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

の承認を受

けること。

担当係長

以下

―課長局長欠勤の承認

担当係長

以下

―課長―勤務命令（時間外，

休暇等）

旅費の支給

を受けるも

のは，調査

課長に合議

すること。

海外旅行に

ついては，

局長決裁と

すること。

担当係長

以下

―課長局長旅行命令

調査課長に

合議するこ

と。

担当係長

以下

―課長局長職務専念義務の免除

担当部長及

び課長の長

期にわたる

ものは委員

会の承認を

受けること。

担当係長

以下

―担当部長及び

課長

局長休暇の付与服務

担当係長

以下

―担当部長及び

課長

局長欠勤の承認

担当係長

以下

―課長―勤務命令（時間外，

休暇等）

旅費の支給

を受けるも

のは，調査

課長に合議

すること。

海外旅行に

ついては，

局長決裁と

すること。

担当係長

以下

―課長以上―旅行命令

調査課長に

合議するこ

と。

担当係長

以下

―担当部長及び

課長

局長職務専念義務の免除



  選挙管理委員会  

神戸市選告示第２２号

　神戸市選挙管理委員会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３月３０日

神戸市選挙管理委員会　　　

　委員長　葛　西　利　延　

神戸市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

　神戸市選挙管理委員会規程（昭和５１年８月選告示第１号）の一部を次のように改正する。

　第１８条第２項中「及び市民参画推進局長の職にある者」を削る。

　　　附　則

　この規程は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

神戸市選告示第２３号

　神戸市区選挙管理委員会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３月３０日

神戸市選挙管理委員会　　　

委員長　葛　西　利　延　

神戸市区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程

　神戸市区選挙管理委員会規程（昭和５１年８月選告示第２号）の一部を次のように改正する。

　第２０条第１項中「出張所」を「西神中央出張所」に改める。

　同条第３項の表出張所長の項中「出張所長」を「西神中央出張所長」に改め，同表出張所副

所長の項中「出張所副所長」を「西神中央出張所副所長」に改め，同表出張所員の項中「出張

所員」を「西神中央出張所員」に改める。

　第２１条第２項中「出張所長」を「西神中央出張所長」に改め，同条第４項中「出張所副所

長」を「西神中央出張所副所長」に改める。

　第２２条中「出張所長」を「西神中央出張所長」に改める。

　別表（第１９条関係）出張所の項中「出張所」を「西神中央出張所」に改める。

　　　附　則

　この規程は，令和２年４月１日から施行する。

　 

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ４５４



４５５

  監 査 委 員 会  

監査公表第１号

　　令和２年４月１４日

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市監査委員　　　細　　川　　明　　子　

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　藤　　原　　武　　光　

　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　山　　本　　嘉　　彦　

同　　　　　　　　　河　　南　　ただかず　

監　　査　　公　　表

　地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき，市長から監査の結果に基づき，又は監査の結果

を参考として講じた措置等について通知があったので，同項の規定により，下記の内容につい

て別紙のとおり公表します。

記

 令和元年度財務定期監査（２）

 　　こども家庭局

 令和元年度財政援助団体等監査（２）

　特定非営利活動法人こうべユースネット，公益財団法人神戸市スポーツ協会，

（公財）神戸市スポーツ協会・（公財）神戸ＹＭＣＡ・アシックスジャパン㈱共同

企画，（公財）神戸市スポーツ協会・アシックスジャパン㈱共同企画，（公財）神

戸市スポーツ協会・㈱加藤商会・アシックスジャパン㈱共同企画，（公財）神戸市

スポーツ協会・㈱神戸国際会館・アシックスジャパン㈱共同企画，　（公財）神戸

市スポーツ協会・（公財）神戸ＹＭＣＡ・㈱アシックス共同企画，　公益財団法人

神戸市公園緑化協会，　神戸市公園緑化協会・神戸市造園協力会グループ，　神戸

市造園協力会・神戸市公園緑化協会グループ，　神戸リゾートサービス株式会社，

一般財団法人神戸みのりの公社

 

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号



  市 会 事 務 局  

　市会事務局長等専決規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和２年３月３１日

神戸市会議長　安　達　和　彦 

神戸市会規程第１号

　　　市会事務局長等専決規程の一部を改正する規程

　市会事務局長等専決規程（昭和３８年４月市会規程第２号）の一部を次のように改正する。

　第５条の次に次の１条を加える。

　（係長及び担当係長の専決事項）

第５条の２　係長及び担当係長の専決事項は，照会，回答，通知，届出，申請，申告，報告，

　進達，副申，通達等のうち，軽易かつ定例な事項に関するものとする。

　第６条中「副市長以下専決規定（昭和３３年８月訓令甲第５号）」を「神戸市長の権限に属す

る事務の専決規程（平成３１年３月訓令甲第７号）」に改める。

　第７条中「あつても」を「あっても」に改める。

　別表任用（補職を含む。）の項中「（補職を含む。）」を「（補職を含み，会計年度任用及

び臨時的任用を除く。）に改め，同表再任用の選考の項の次に次のように加える。

　別表臨時的任用の項中

「

      　」

「

      　」

同表退職の項中「退職」を「退職（会計年度任用職員を除く。）　」に改め，同表非常勤の嘱

託職員の委嘱の項中

「

      　 」

「

      　 」

同表給与の項中「給与」を「給与（会計年度任用職員を除く。）」に改め，同項の次に次のよ

うに加える。
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総務課長に合

議すること。
全ての者－－－－会計年度任用

　　を
総務課長に合議するこ

と。
全ての者－－－－

　　に改め，－－－全ての者－

　　を―――全ての者―非常勤の嘱託職員の委嘱

　　に改め，

総務課長に合

議すること。
全ての者――――会計年度任用職員の退職

軽易なも

の
――

全ての者（軽易な

ものを除く。）
―

非常勤職員の委嘱・報酬

等勤務条件の決定



４５７

　別表服務の部中

「

      」

「

      」

同部旅行命令の款国内の項中

「  　　　　　　　「

 　 　　　　」  」

同部職務専念義務の免除の項中

「  　　　　　　　「

  　　　　」 　　　　」

　　　附　則

　この規程は，令和２年４月１日から施行する。
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―全職員―――決定給料

（相当

する報

酬を含

む。）

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等

―――全職員―基準

―全職員―――支給

―全職員―――認定
手当

（相当

する報

酬・費

用弁償

を含

む。）

―――全職員―基準

―全職員―――支給

　 を

次長，課長の長

期にわたるもの

は，議長の承認

を受けること。

係長・担当係

長以下
―課長次長局長

係長・担当係

長以下
―課長次長局長

　 に改め，

局長，次長及び

課長の長期にわ

たるものは，議

長の承認を受け

ること。

係長・担当係

長以下
―課長

局長

次長
―

係長・担当係

長以下
―課長次長局長

　 に改め，
局長

次長
議員を次長

議長

局長

　 に改める。
局長

次長
―を次長局長



  福 祉 事 務 所  

福祉事務所長訓令甲第２号

福祉事務所　

　福祉事務所長の権限に属する事務の専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　令和２年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東灘福祉事務所長　西　谷　まゆみ　

灘　福祉事務所長　中　野　　　靖　

中央福祉事務所長　南　　　誠　二　

　兵庫福祉事務所長　片　野　敦　靖　

北　福祉事務所長　後　藤　　　靖　

長田福祉事務所長　三　浦　久美子　

須磨福祉事務所長　角　田　弘　樹　

垂水福祉事務所長　本　多　章　浩　

西　福祉事務所長　中　村　千佳子　

　　　福祉事務所長の権限に属する事務の専決規程の一部を改正する訓令

　福祉事務所長の権限に属する事務の専決規程（平成３１年３月福祉事務所長訓令甲第１号）の

一部を次のように改正する。

第３条こども家庭支援課長専決事項の項第２号中

「規則第２号（児童福祉法関係）」を　「規則」に改め，

同項第３号中

「第６９条第１号」を　「規則第６９条第１号」に改め，

同条生活支援課長専決事項の項第１号中

「第６６条第項」を　「規則第６６条第２項」に，

「同項第１５号に規定する就労支援及び同項第２０号に規定する免除に関すること。」を　「同項

第１５号に規定する進学準備金の支給，同項第１６号に規定する就労支援，同項第２１号に規定する

免除に関すること及び同項第２３号に規定する情報の提供，助言その他適切な措置に関するこ

と。」に改め，

同条保健福祉課長専決事項の項第１号中

「神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則（平成３１年３月規則第６７号。以下「規則」

という。）」を　「規則」に改め，

同項第４号中

「第６６条第項」を　「規則第６６条第２項」に，

「同項第１５号に規定する就労支援及び同項第２０号に規定する免除に関すること。」を　「同項

第１５号に規定する進学準備金の支給，同項第１６号に規定する就労支援，同項第２１号に規定する

免除に関すること及び同項第２３号に規定する情報の提供，助言その他適切な措置に関するこ

と。」に改める。

「別表（第２条関係）」を　「別表（第３条関係）」に改める。

別表調達（物件，労力その他）の項中

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ４５８



４５９

「調達（物件，労力その他）」を　「調達」に改め，

同表負担金，補助金，交付金，奨励金その他これらに類するものの項中

「３０万円以下」を　「１００万円以下」に改め，

同表振替の項の次に次のように加え，

同表謝金，旅費その他これらに類するものの項中

「旅費」を　「職員以外の旅費」に，

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

  　　　　　　　」 　　　　　　」

同表前渡金の項中

「  　　　　　　　　　　「

  　　　　　　　」 　　　　　　　　」

立替払金の項中

「  　　　　　　　　　　「

  　　　　　　　」 　　　　　　」

　　　附　則

　この訓令は，令和２年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

須磨福祉事務所長訓令甲第２号

須磨福祉事務所　

　福祉事務所支所長等専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　令和２年３月３１日

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

全て職員の旅費

　 に，

１００万円以下

を

①　３０万円以下

②　１００万円以下

（定例的な報酬又は報償）

　 に，

全て

を

①　３０万円以下

②　１００万円以下

（定例的な報酬，報償又は

社会保険料）

③　全て

　（電気使用料，ガス使用

料，水道使用料，電話使用

料，後納郵便料金又は日本

放送協会の受信料）

　 に改める。

１万円以下

を

全て

（交通ストライキによる交

通費）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　須磨福祉事務所長　角　田　弘　樹　

　　　福祉事務所支所長等専決規程の一部を改正する訓令

　福祉事務所支所長等専決規程（平成３１年３月須磨福祉事務所長訓令甲第１号）の一部を次の

ように改正する。

　第２条担当課長（こども家庭支援担当）専決事項の項第２号中

　「規則第２号（児童福祉法関係）」を　「規則」に改め，

同項第３号中

「第６９条第１号」を　「規則第６９条第１号」に改め，

同条担当課長（生活保護担当）専決事項の項第１号中

「第６６条第項」を　「規則第６６条第２項」に，

「同項第１５号に規定する就労支援及び同項第２０号に規定する免除に関すること。」を　「同項

第１５号に規定する進学準備金の支給，同項第１６号に規定する就労支援，同項第２１号に規定する

免除に関すること及び同項第２３号に規定する情報の提供，助言その他適切な措置に関するこ

と。」に改める。

別表調達（物件，労力その他）の項中

「調達（物件，労力その他）」を　「調達」に，

同表負担金，補助金，交付金，奨励金その他これらに類するものの項中

「３０万円以下」を　「１００万円以下」に，

同表振替の項の次に次のように加え，

同表謝金，旅費その他これらに類するものの項中

「旅費」を　「職員以外の旅費」に，

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

  　　　　　　　」 　　　　　　」

同表前渡金の項中

「  　　　　　　　　　　「

  　　　　　　　」 　　　　　　　　」
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全て職員の旅費

　 に，

１００万円以下

を

①　３０万円以下

②　１００万円以下

（定例的な報酬又は報償）

　 に，

全て

を

①　３０万円以下

②　１００万円以下

（定例的な報酬，報償又は

社会保険料）

③　全て

　（電気使用料，ガス使用

料，水道使用料，電話使用

料，後納郵便料金又は日本

放送協会の受信料）



４６１

立替払金の項中

「  　　　　　　　　　　「

  　　　　　　　」 　　　　　　」

　　　附　則

　この訓令は，令和２年４月１日から施行する。

  保  健  所  

保健所長訓令甲第１号

保健所　

　保健所長の権限に属する事務の専決規程の全部を改正する訓令を次のように定める。

　　令和２年３月３１日

保健所長　伊地智　昭　浩　

　　　保健所長の権限に属する事務の専決規程の一部を改正する訓令

　保健所長の権限に属する事務の専決規程（平成３１年３月保健所長訓令甲第１号）の一部を次

のように改正する。

第３条中

「調整課長専決事項」を「保健課長専決事項」

に改め，

同条衛生監視事務所長共通専決事項の項第１６号中

「食品衛生検査所長」を「食品衛生検査所長及び食肉衛生検査所長」に改め，

同項に次の１号を加える。

　間　規則第４４条第１号に規定する輸出証明書の発行，第２号に規定する施設の確認，第３

　　号に規定する調査，質問及び第４号に規定する輸出証明書発行の取り消しに関すること

　　（衛生監視事務所長決事項に属するものを除く。）。

第３条食品衛生検査所長専決事項の項第１号中

「衛生監視事務所長」を「衛生監視事務所長及び食肉衛生検査所長」に改め，

同条食肉衛生検査所長専決事項の項を次のように改める。

食肉衛生検査所長専決事項

　⑴　規則第２０条第３号に規定する検査，第４号に規定する許可，第５号に規定する措置，

　　第６号に規定する報告の徴収及び第７号に規定する事項に関すること。

　⑵　規則第２４条第２号に規定する報告の要求，臨検検査及び収去に関すること（衛生監視

　　事務所長及び食品衛生検査所長専決事項に属するものを除く。）。

　⑶　規則第４４条第１号に規定する輸出証明書の発行，第２号に規定する施設の確認，第３

　　号に規定する調査，質問及び第４号に規定する輸出証明書発行の取り消しに関すること

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号

　 に改める。

１万円以下

を

全て

（交通ストライキによる交

通費）



　　（衛生監視事務所長専決事項に属するものを除く。）。

　第７条中

　　「神戸市保健所規則（昭和２７年５月規則第４２号）第７条」を「神戸市事務分掌規則（平成

　３１年３月規則第６６号）第２２３条第２項」に改める。

　　　附　則

　この訓令は，令和２年４月１日から施行する。

令和２年４月１４日   神  戸  市  公  報   第３６５４号 ４６２


	名称未設定

