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▽神戸市長の権限に属する事務の専決規程等

　の一部を改正する訓令

  ［行財政局組織制度課］

告      示

▽地縁による団体の認可についての告示（深

　江南町４丁目自治会）

 　　　　［企画調整局つなぐラボ］

▽地縁による団体の認可についての告示事項

　の変更（藤原台南町自治会）

 　　　　［企画調整局つなぐラボ］

▽地縁による団体の認可についての告示事項

　の変更（南落合１丁目自治会）

 　　　　［企画調整局つなぐラボ］

▽地縁による団体の認可についての告示事項

　の変更（第二神明自治会）

 　　　　［企画調整局つなぐラボ］

▽地縁による団体の認可についての告示事項

　の変更（南平台自治会）

 　　　　［企画調整局つなぐラボ］

▽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介護老人福祉施設の

　指定  　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による介護医療院の許可

  　［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

　総合事業を行う指定事業者の廃止

  　［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

　事業者等の廃止 　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による介護老人保健施設の廃止

  　［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

　支援する法律による事業者の指定

  　［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

　支援する法律による事業者の廃止

  　［福祉局監査指導部］

▽放置自転車等の撤去及び保管

  ［建設局西建設事務所］

▽道路法による道路の供用開始（荒田会下山

　線）  　［建設局道路管理課］

▽事業系ごみの処分に係る手数料及び物品売

　払代金の収納事務の委託

 　　［環境局事業系廃棄物対策課］

公      告

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（新港東ふ頭Ｚ，１，２号上屋止水

　板他改修工事） ［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（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（妙法寺・高倉台小学校給食室空調

　設備工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（小部東・ひよどり台小学校給食室

　空調設備工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（垂水処理場　無線通信設備工事）

  ［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（北消防団八多支団第３分団器具庫

　新築工事） ［行財政局契約監理課］
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▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（高専　講義棟トイレ改修他工事）

  ［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（深江大橋補修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（長田中学校空調設備改修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制

　限付一般競争入札による契約の締結（神戸

　空港ブロック製作工事（その４））

  ［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（新垂

　水体育館建設工事）［行財政局契約監理課］

▽有料公園（離宮公園）供用日及び供用時間

　の変更  ［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（新港東ふ頭Ｔ，Ｙ上屋止水板他改

　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（鵯越墓園まさき地区便所新築等工

　事）  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（長田区・須磨区・垂水区内　地下

　道等照明設備更新工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和２年度西管内舗装補修工事

　（その２）） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（神戸流通業務団地　空洞充填工事）

  ［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（有馬中学校他５校体育館空調設備

　工事）  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（向洋中学校便所改修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（（仮称）新下山手住宅１号棟給排

　水設備工事） ［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（（仮称）新下山手住宅１号棟電気

　設備工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（東灘処理場　分場４系３・４池終

　沈汚泥かき寄せ機械設備工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（北学校給食共同調理場給食配送業務）

  ［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

　（垂水学校給食共同調理場給食配送業務）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（家庭系燃えるごみ・コンテナ等収集運搬

　業務（Ｂ地区）） ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（家庭系燃えるごみ・コンテナ等収集運搬

　業務（Ｃ地区）） ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（家庭系燃えるごみ・コンテナ等収集運搬

　業務（Ｄ地区））　［行財政局契約監理課］

▽農用地利用集積計画の決定（一般）

 　　　　［経済観光局農政計画課］

▽神戸農業振興地域整備計画の変更

 　　　　［経済観光局農政計画課］

▽都市再生整備計画の縦覧（神戸都心・ウォ

　ーターフロント地区（第２期）（第１回変

　更），神戸桜の宮周辺地区（第１回変更），

　神戸ハーバーランド地区（第２期）（第３

　回変更）） 　　　［都市局指導課］

▽神戸市市民公園条例による市民の木の指定

　（庚申塚のアカマツ）

  ［建設局公園部計画課］

▽総合評価落札方式一般競争入札による契約

　の締結（令和２年度路面下空洞調査業務）

  　［建設局道路工務課］

▽特定調達契約に係る随意契約の相手方の決

　定（介護保険システム運用保守業務一式）

  　［福祉局介護保険課］

▽特定調達契約に係る随意契約の相手方の決

　定（第８期制度改正に伴う新介護保険シス

　テム改修業務一式）　［福祉局介護保険課］

▽開発行為に関する工事の完了（北区道場町）

 　　［経済観光局調整区域指導課］

水   道   局

▽神戸市水道局会計年度任用職員の給与に関

　する規程の一部を改正する規程

  　［水道局経営企画課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（中央（大日通他）配水管取替工事）

  　　　［水道局配水課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（六甲特３高層配水場土砂災害対策

　工事）  　　　［水道局施設課］
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▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（鶴甲特２ポンプ場六甲特３送水ポ

　ンプ盤他更新工事） 　［水道局施設課］ １７５７



  条     例  

　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６月２３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第９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「文教こども委員会」を「教育こども委員会」に，「文化スポーツ局，

こども家庭局」を「こども家庭局」に改め，同項第４号中「企業建設委員会」を「建設防災委

員会」に，「建設局，水道局及び交通局」を「危機管理室，建設局，消防局及び水道局」に改

め，同項第５号中「経済観光局」を「文化スポーツ局，経済観光局」に改め，同項第６号中

「都市防災委員会」を「都市交通委員会」に，「危機管理室，都市局，建築住宅局及び消防

局」を「都市局，建築住宅局及び交通局」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，令和２年６月２４日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例による改正前の神戸市会委員会条例第２条第２項の規定は，この条例による改正

　後の神戸市会委員会条例第２条第２項及び第４項並びに第６条第１項の規定に基づき常任委

　員が指名されるまでの間は，なおその効力を有する。

  規     則  

　神戸市事務分掌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

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第１０１号

　　　神戸市事務分掌規則等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。

　　目次を次のように改める。

　目次

　　第１章　総則（第１条）

　　第２章　本庁の組織

　　　　第１節　総則（第２条）

　　　　第２節　市長室（第３条―第７条）
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　　　　第３節　危機管理室（第８条）

　　　　第４節　企画調整局（第９条―第２０条）

　　　　第５節　行財政局（第２１条―第４０条）

　　　　第６節　文化スポーツ局（第４１条―第４４条）

　　　　第７節　福祉局（第４５条―第５４条）

　　　　第８節　健康局（第５５条―第５９条）

　　　　第９節　こども家庭局（第６０条―第６４条）

　　　　第１０節　環境局（第６５条―第７１条）

　　　　第１１節　経済観光局（第７２条―第８０条）

　　　　第１２節　建設局（第８１条―第９７条）

　　　　第１３節　都市局（第９８条―第１１２条）

　　　　第１４節　建築住宅局（第１１３条―第１２４条）

　　　　第１５節　港湾局（第１２５条―第１３５条）

　　第３章　会計室の組織（第１３６条・第１３７条）

　　第４章　区役所の組織（第１３８条―第１５０条）

　　第５章　福祉事務所の組織（第１５１条―第１５７条）

　　第６章　事業所の組織（第１５８条―第２１６条）

　　第７章　職及び職務等（第２１７条―第２３０条）

　　附則

　　第２章を次のように改める。

　　　第２章　本庁の組織

　　　　第１節　総則

　（本庁の組織）

第２条　本庁の組織は，次の表のとおりとする。
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係課又は課に相当

する室，センタ

ー若しくはラボ

部又は部に相当

する室若しくは

本部

局又は局に

相当する室

総務係秘書課市長室

国際課国際部

広報課広報戦略部

広聴課

市民情報サービ

ス課

危機管理室

企画第１係　企画第２係　外郭団体調整

係　大都市連携係　政策調査係

企画課企画調整局

教育行政支援課

未来都市政策課

交通政策係交通政策課

エネルギー政策

課



令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１４５６

つなぐラボ

情報化戦略部

総務係　企画係　文書係業務改革課行財政局

庁舎管理係　自動車係庁舎課

区政係区役所課

指導係住民課

政策法務係　コンプライアンス推進係法務支援課

人事課

組織制度課

給与課

福利係　共済係　衛生管理係厚生課

総務事務センタ

ー

調査係　予算第１係　予算第２係　公債

係

財務課

物品契約係　工事契約係契約監理課

管理係　活用係　調整係資産活用課

税務係税務課税務部

税制企画課

税務サービス係市民税課

法人税務課

固定資産税課

収税係収税課

収納管理課

スポーツ企画課文化スポー

ツ局 国際スポーツ室

文化交流課

文化財保護活用係　埋蔵文化財係文化財課

政策係政策課福祉局

人権推進課

くらし支援係くらし支援課

保護係　医療係保護課

事業推進係　高齢者支援係　施設整備係

　地域福祉係

高齢福祉課

管理係　保険事業係　認定係　地域包括

支援係　認知症対策係

介護保険課

管理係　国民健康保険係　医療係　国民

年金係

国保年金医療課

管理係　調整係　施設支援係障害福祉課

自立支援係　自立支援給付・医療係　就

労促進係

障害者支援課

監査指導部

政策係政策課健康局
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健康企画係　調整係　疾病対策係健康企画課

地域医療係地域医療課

食品衛生係　環境衛生係生活衛生課

斎園係斎園管理課

総務係こども企画課こども家庭

局 地域子育て係　青少年育成係こども青少年課

家庭養護係　母子保健係　発達支援係家庭支援課

振興係　整備係　運営係幼保振興課

給付係　指導係幼保事業課

総務係　計画係　企画推進係　地域環境

政策係

環境政策課環境局

事業管理課

業務課

施設課

事業系廃棄物対

策課

環境都市課環境保全部

大気・交通環境係　水・土壌環境係環境保全指導課

総務係　企画係　就労促進係経済政策課経済観光局

振興係工業課

商業流通課

ファッション産

業課

観光企画課

計画係　地域整備係　土地改良係　集落

排水係

農政計画課

調整区域指導課

農産園芸係　水産漁港係農水産課

経営係経営課中央卸売市場運

営本部

総務係総務課建設局

事業係　用地係事業用地課

技術管理係　技術審査係　土木積算係　

検査係

技術管理課

防災係　宅地審査係　治山砂防係　六甲

保全係

防災課

管理指導係　計画調整係河川課

事務係　管理係　境界調査係　道路台帳

係　占用係

道路管理課

計画係　指導係道路計画課

補修係　工務第１係　工務第２係　交通

安全施設係

道路工務課

駅前魅力創造課
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広域幹線係推進課湾岸・広域幹線

道路本部

管理係　業務係経営管理課下水道部

計画係　指導係　事業場排水指導係　水

質計画係

計画課

管路係　設計係　雨水係　排水設備係管路課

施設係　設計係　設備係施設課

事務係　管理係　利活用係管理課公園部

計画係　自然環境係計画課

維持補修係　設計係整備課

総務係総務課都市局

調査係　土地利用係　施設係　計画係　

事業調整係

都市計画課

事務係　指導第１係　指導第２係指導課

公共交通係　交通企画係　鉄道支援係　

バス支援係

公共交通課

景観政策課

まち再生推進課

空家空地活用係空家空地活用課

管理係　区画整理係　再開発係　推進係市街地整備課市街地整備部

経営管理係　清算係業務課

事業推進係　鈴蘭台駅前整備係　新長田

南再開発係　工務係

都市整備課

管理係　推進係事業管理課新都市事業部

誘致係企業誘致課

事業推進第１係　事業推進第２係　事業

推進第３係　事業推進第４係

内陸・臨海計画

課

臨海工務係　内陸工務係　公園係　建築

係　設備係

工務課

総務係　住宅計画係　住宅支援係　民間

住宅係

住宅政策課建築住宅局

調整係　事業計画係　調査係住宅整備課

建築係　設備係住宅建設課

住宅管理課

事務係　建築調整係　建設リサイクル係建築調整課建築指導部

指導係　指定機関指導係　建築安全係　

整備係

建築安全課

安全推進係　ビル防災対策係　安全指導

係　空家空地指導係

安全対策課

耐震推進課

事務係　技術管理係　土木係技術管理課

特定建築係　建築第１係　建築第２係　

建築第３係　新中央区総合庁舎整備係

建築課

管理係　電気係　機械係設備課



１４５９

２　企画調整局に医療・新産業本部を置き，その内部組織は，次の表のとおりとする。

３　都市局に都心再整備本部を置き，その内部組織は，次の表のとおりとする。

　　　　第２節　市長室

　（市長室秘書課）

第３条　市長室秘書課総務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　室及び課の庶務並びに室内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　室の予算の経理に関すること。

　⑶　室の職員の安全衛生に関すること。

　⑷　神戸市市長室指定管理者選定評価委員会に関すること。

　⑸　市長及び副市長の秘書に関すること。

　⑹　儀式及び交際に関すること（国際的なものを除く。）。

　⑺　叙勲，褒章及び表彰並びに各種待遇者に関すること。

　⑻　市長公舎等に関すること。

　（市長室国際部国際課）

第４条　市長室国際部国際課は，次に掲げる事務を分掌する。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

計画保全係　設備保全係保全課

経営企画係　調整係経営企画課港湾局

ウォーターフロ

ント計画課

空港調整係空港調整課

企画係　振興係振興課

客船誘致係客船誘致課

経営第１係　経営第２係経営課

事務係　港務係　けい船係　海務係海務課

調査係　計画第１係　計画第２係　情報

統計係

港湾計画課

戦略港湾係　ポートセールス第１係　ポ

ートセールス第２係

物流戦略課

事務係　工務第１係　工務第２係　工務

第３係　工務第４係　建築係　設備係

工務課

保全係海岸防災課

係課部

推進係　企業誘致係企業立地課新産業部

新産業課

調査課医療産業都市部

推進課

誘致課

係課部

調整係　用地・調査係　都心企画係　三

宮再整備係　都心交通係　事業推進係　

２号館再整備係

都心三宮再整備課都心再整備部



　⑴　部及び課の庶務に関すること。

　⑵　国際的な儀式及び交際に関すること。

　⑶　国際施策の推進に関する企画，調査及び調整に関すること。

　⑷　天津及び上海の海外事務所に関すること。

　⑸　神戸市立海外移住と文化の交流センターに関すること。

　⑹　公益財団法人神戸国際協力交流センターに関すること。

　⑺　前各号に掲げるもののほか，国際交流に関すること。

　（市長室広報戦略部広報課）

第５条　市長室広報戦略部広報課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　部及び課の庶務並びに部内の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　広報活動の企画及び実施に関すること。

　⑶　報道機関との連絡に関すること。

　⑷　広報事務に関する各部局との連絡及び調整に関すること。

　⑸　広報資料の調整に関すること。

　⑹　総合インフォメーションセンターに関すること。

　⑺　前各号に掲げるもののほか，広報に関すること。

　（市長室広報戦略部広聴課）

第６条　市長室広報戦略部広聴課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　広聴施策の企画及び実施に関すること。

　⑶　広聴事務に関する各部局との連絡及び調整に関すること。

　⑷　市民の意識調査に関すること。

　⑸　市民の提案，苦情，要望等の調整及び処理に関すること。

　⑹　市政相談に関すること。

　⑺　神戸市総合コールセンターに関すること。

　⑻　前各号に掲げるもののほか，広聴に関すること。

　（市長室広報戦略部市民情報サービス課）

第７条　市長室広報戦略部市民情報サービス課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　情報公開制度の運用に関すること。

　⑶　神戸市情報公開審査会に関すること。

　⑷　市政情報の収集，整備及び提供に関すること。

　⑸　市民の意見提出手続制度に関すること。

　⑹　個人情報保護制度の運用に関すること。

　⑺　神戸市個人情報保護審議会に関すること。

　⑻　市民相談に関すること。

　⑼　庁内案内に関すること。

　　　　第３節　危機管理室

　（危機管理室）

第８条　危機管理室は，次に掲げる事務を分掌する。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１４６０



１４６１

　⑴　室の庶務並びに室内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　危機管理（大規模な災害，事故又は事件により，市民の生命，身体若しくは財産に重大

　　な被害が生じ，又は生じるおそれがある緊急の事態への対処をいう。以下同じ。）に係る

　　事務の総括に関すること。

　⑶　神戸市防災会議及び神戸市国民保護協議会に関すること。

　⑷　地域防災計画及び国民保護計画に関すること。

　⑸　災害警戒本部及び災害対策本部に関すること。

　⑹　防災指令に関すること。

　⑺　区の防災活動に係る連絡及び調整に関すること。

　⑻　防災関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑼　危機管理教育に関すること。

　⑽　危機管理に係る訓練の実施に関すること。

　⑾　災害時相互応援協定及び災害応援の総括に関すること。

　⑿　安全で安心なまちづくりの推進及び支援に関すること。

　⒀　安全都市づくり推進計画の策定及び調整に関すること。

　⒁　危機管理センターの防災展示室・研修室及びオペレーションセンターの管理運営に関す

　　ること。

　⒂　防災行政無線に関すること。

　⒃　神戸市危機管理システムに関すること

　⒄　神戸市職員震災バンクに関すること。

　⒅　公益財団法人暴力団追放兵庫県民センターとの連絡及び調整に関すること。

　⒆　交通安全対策の調査，研究及び総合計画並びに連絡及び調整に関すること。

　⒇　交通安全思想の普及に関すること。

　肝　違法駐車対策に関すること。

　艦　交通事故の被害者の福祉対策に関すること。

　莞　神戸市交通安全対策会議に関すること。

　　　　第４節　企画調整局

　（企画調整局企画課）

第９条　企画調整局企画課企画第１係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　局及び課の庶務並びに局内の事務の連絡，調整及び改善に関すること（医療・新産業本

　　部新産業部企業立地課推進係の所管に属するものを除く。）。

　⑵　局の職員の安全衛生に関すること。

　⑶　東京事務所との連絡及び調整に関すること。

　⑷　局の予算の経理に関すること（所管部門は，企画調整局長が定める。）。

　⑸　神戸市企画調整局指定管理者選定評価委員会に関すること。

　⑹　公立大学法人神戸市外国語大学評価委員会その他公立大学法人神戸市外国語大学に関す

　　ること。

　⑺　神戸市男女共同参画センターとの連絡及び調整に関すること。

２　企画調整局企画課企画第２係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　政策の推進に関すること。
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　⑵　市政の基本的施策の立案に関すること。

　⑶　局の予算の経理に関すること（所管部門は，企画調整局長が定める。）。

　⑷　特命による重要事項の推進に関すること。

３　企画調整局企画課外郭団体調整係は，外郭団体の事業調整に関する事務を分掌する。

４　企画調整局企画課大都市連携係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　国の行政機関その他関係機関との協議，連絡及び調整に関すること。

　⑵　大都市制度に関すること。

　⑶　他の地方公共団体との連携及び協力に関すること。

　⑷　市の区域の基本的事項に関すること。

　⑸　関西広域連合に関すること。

　⑹　関西国際空港に係る調整に関すること。

　⑺　局の予算の経理に関すること（所管部門は，企画調整局長が定める。）。

　⑻　公益財団法人阪神・淡路大震災復興基金に関すること。

５　企画調整局企画課政策調査係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　市政の基本的施策及び新規施策の調査及び研究に関すること。

　⑵　総合基本計画及び中期計画に関すること。

　⑶　地方創生に係る総合調整に関すること。

　⑷　国勢調査その他法令による統計調査（保健衛生及び港湾に関するものを除く。）に関す

　　ること。

　⑸　各種の統計資料の整備及び編集，統計調査結果の総合的解析並びに人口推計等に関する

　　こと。

　⑹　各種統計データの利活用による効果的な政策・施策立案の推進に関すること。

　⑺　特命による重要事項の調査及び研究に関すること。

　⑻　特命による重要事項の計画（未来都市政策課の所管に属するものを除く。）に関するこ

　　と。

　（企画調整局教育行政支援課）

第１０条　企画調整局教育行政支援課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１条の３に規定

　　する大綱に関すること。

　⑶　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。

　⑷　特命による教育行政の支援に関すること。

　（企画調整局未来都市政策課）

第１１条　企画調整局未来都市政策課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　長期にわたる政策の立案及び調整に関すること。

　⑶　総合基本計画及び中期計画に関すること（企画課の所管に属するものを除く。）。

　⑷　地域活性化施策の立案及びこれに伴う調整に関すること。

　⑸　広域圏計画に係る調整に関すること。
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１４６３

　⑹　都心・ウォーターフロント（おおむね三宮駅，元町駅，神戸駅，東部新都心地区，ハー

　　バーランド地区及び水際線で囲まれた区域をいう。以下同じ。）の活性化に関すること 

　　（都市局景観政策課の所管に属するものを除く。）。

　⑺　国際技術支援に関する連絡及び調整に関すること。

　⑻　特命による重要事項の計画に関すること（企画課の所管に属するものを除く。）。

　⑼　市街地西部地域活性化施策の調整に関すること。

　⑽　神戸市土地利用審査会に関すること。

　（企画調整局交通政策課）

第１２条　企画調整局交通政策課交通政策係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　新たな交通手段を含めた，市全体の新たな交通政策の検討に関すること。

　（企画調整局エネルギー政策課）

第１３条　企画調整局エネルギー政策課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　新エネルギー及び省エネルギーに関する施策の企画及び推進に関すること。

　（企画調整局つなぐラボ）

第１４条　企画調整局つなぐラボは，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　ラボの庶務に関すること。

　⑵　政策課題の抽出及び解決に向けた庁内外の連携及び調整に関すること。

　⑶　新たな分野における事業化の検討及び検証に関すること。

　⑷　大学等及び民間事業者との連携に関する企画，立案及び調整に関すること。

　⑸　震災復興に係る調査及び調整に関すること。

　⑹　創造都市の推進に関すること。

　⑺　デザイン・クリエイティブセンター神戸に関すること（経済観光局経済政策課就労促進

　　係の所管に属するものを除く。）。

　⑻　協働と参画のまちづくりの推進に関すること。

　⑼　地域活動推進の仕組みづくり及び調整に関すること。

　⑽　区のまちづくりの支援及び調整に関すること。

　⑾　地域住民の自治組織等の活動の支援に関すること。

　⑿　市民の活動の調査及び研究に関すること。

　⒀　地域の集会所に対する助成等に関すること。

　⒁　神戸市市民活動補償制度に関すること。

　⒂　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２に規定する地縁による団体に関するこ

　　と。

　⒃　認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関すること。

　⒄　社会貢献活動の支援に関すること。

　⒅　ＮＰＯ法人の認証及び認定に関すること。

　⒆　美しいまち推進に係る連絡及び調整に関すること。

　⒇　協働と参画のプラットホームに関すること。

　肝　神戸市立ふたば学舎に関すること。
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　艦　神戸市地域活動推進委員会に関すること。

　莞　地域コミュニティ施策の推進に係る総合的な調整に関すること。

　観　ふれあいのまちづくりに関すること（区役所総務部まちづくり課及び北神区役所まちづ

　　くり課の所管に属するものを除く。）。

　諌　神戸市立丸山コミュニティ・センターに関すること。

　（企画調整局情報化戦略部）

第１５条　企画調整局情報化戦略部は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　部の庶務に関すること。

　⑵　情報化施策の総合的な企画，調整及び推進に関すること。

　⑶　情報化に関する計画の推進に関すること。

　⑷　情報システムの計画，開発，運用及び保守（他の所管に属するものを除く。）並びに関

　　係部局との調整に関すること。

　⑸　情報システムの監理及び改善指導に関すること。

　⑹　電子計算機及び情報通信ネットワーク等の管理及び運用に関すること（他の所管に属す

　　るものを除く。）。

　⑺　情報セキュリティ対策の総括的な推進，指導及び調整に関すること。

　⑻　社会保障・税番号制度に関すること（行財政局住民課の所管に属するものを除く。）。

　⑼　ＩＣＴを活用した業務改革，働き方改革の推進に関すること（他の所管に属するものを

　　除く。）。

　（企画調整局医療・新産業本部新産業部企業立地課）

第１６条　企画調整局医療・新産業本部新産業部企業立地課推進係は，次に掲げる事務を分掌す

　る。

　⑴　本部，部及び課の庶務並びに本部内の事務の連絡，調整及び改善に関すること（企画課

　　の所管に属するものを除く。）。

　⑵　企業立地に係る調査及び研究に関すること。

　⑶　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関すること。

　⑷　外国企業及び外資系企業の誘致に関すること。

　⑸　対内投資の促進に関すること。

２　企画調整局医療・新産業本部新産業部企業立地課企業誘致係は，次に掲げる事務を分掌す

　る。

　⑴　企業の誘致に関すること（推進係及び医療産業都市部誘致課の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑵　企業の誘致に係る総合調整に関すること。

　（企画調整局医療・新産業本部新産業部新産業課）

第１７条　企画調整局医療・新産業本部新産業部新産業課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　新産業の育成に関すること。

　⑶　海外拠点を活用した経済交流に関すること。

　（企画調整局医療・新産業本部医療産業都市部調査課）

第１８条　企画調整局医療・新産業本部医療産業都市部調査課は，次に掲げる事務を分掌する。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１４６４



１４６５

　⑴　部及び部内の各課の庶務並びに部内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　神戸医療産業都市の推進に関すること（推進課，誘致課及び健康局地域医療課地域医療

　　係の所管に属するものを除く。）。

　⑶　健康を楽しむまちづくりの推進に関すること。

　⑷　世界保健機関健康開発総合研究センターとの連携に関すること。

　⑸　神戸臨床研究情報センターに関すること。

　⑹　公益財団法人神戸医療産業都市推進機構に関すること。

　⑺　神戸都市振興サービス株式会社に関すること。

　（企画調整局医療・新産業本部医療産業都市部推進課）

第１９条　企画調整局医療・新産業本部医療産業都市部推進課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　神戸医療産業都市の推進に関すること（調査課，誘致課及び健康局地域医療課地域医療

　　係の所管に属するものを除く。）。

　⑵　国立研究開発法人理化学研究所との連絡及び調整に関すること。

　⑶　スーパーコンピュータを活用した研究開発を行う施設（特定先端大型研究施設の共用の

　　促進に関する法律（平成６年法律第７８号）第２条第４項に規定する特定高速電子計算機施

　　設をいう。）に関すること。

　⑷　公益財団法人計算科学振興財団に関すること。

　（企画調整局医療・新産業本部医療産業都市部誘致課）

第２０条　企画調整局医療・新産業本部医療産業都市部誘致課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　神戸医療産業都市の推進（医療関連産業の集積に限る。）に関すること。

　⑵　スーパーコンピュータ及びＦＯＣＵＳスパコン（公益財団法人計算科学振興財団のスー

　　パーコンピュータシステムをいう。）に係る企業，大学等の誘致に関すること。

　　　　第５節　行財政局

　（行財政局業務改革課）

第２１条　行財政局業務改革課総務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　局及び課の庶務並びに局内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　局職員の安全衛生に関すること。

　⑶　相楽園会館に関すること。

　⑷　政治倫理の確立のための神戸市長の資産等の公開に関する条例（平成７年１０月条例第２７

　　号）に関すること。

　⑸　教育委員会，選挙管理委員会，人事委員会及び監査委員との連絡に関すること。

２　行財政局業務改革課企画係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　業務改革に関すること。

　⑵　行財政改善の推進に関すること。

　⑶　指定管理者制度に関すること（他の所管に属するものを除く。）。

　⑷　附属機関及び有識者会議の調整に関すること。

　⑸　事務事業外部評価委員会に関すること。

　⑹　地方独立行政法人制度に関すること。

３　行財政局業務改革課文書係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　文書に関すること。
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　⑵　公印の管守に関すること。

　⑶　郵送事務の集中管理に関すること。

　⑷　歴史的資料の収集及び保存に関すること。

　⑸　新修神戸市史の編集及び刊行に関すること。

　（行財政局庁舎課）

第２２条　行財政局庁舎課庁舎管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　市役所本庁舎の管理及び執務環境の改善に関すること。

　⑶　市有電話に関すること。

２　行財政局庁舎課自動車係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　集中管理車の配車及び整備に関すること。

　⑵　本庁舎車庫の使用に関すること。

　（行財政局区役所課）

第２３条　行財政局区役所課区政係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　区政の企画及び調査に関すること。

　⑶　区役所に属する事務の連絡及び調整に関すること。

　⑷　区役所に属する予算の調製に関すること。

　⑸　神戸市立公会堂に関すること。

　⑹　前各号に掲げるもののほか，区役所に関すること。

　（行財政局住民課）

第２４条　行財政局住民課指導係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　印鑑（認可地縁団体印鑑を除く。）の登録，住民基本台帳，戸籍，出入国管理及び難民

　　認定法（昭和２６年政令第３１９号），日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者

　　等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）等に係る事務の統括，改善及び指

　　導に関すること。

　⑶　通知カード及び個人番号カード並びに個人番号の付番に係る事務の統括，改善及び指導

　　に関すること。

　⑷　戸籍の入力及び住民票の写し，戸籍の謄本又は抄本，証明書その他即時に処理を要する

　　文書の作成及び郵送による交付に関すること。

　⑸　住民記録システム及び戸籍総合システムの運用に関すること。

　⑹　住民記録事務センターに関すること。

　⑺　行政キオスク端末（住民が各種証明書の交付，各種申請手続等の行政サービス等を利用

　　するために，行政機関，民間事業者の店舗等に設置される情報端末をいう。）における証

　　明書の交付に関すること。

　⑻　三宮証明サービスコーナーに関すること。

　⑼　住居表示制度の実施及び維持管理に関すること。

　⑽　区の区域に関すること。

　⑾　町及び字の区域及び名称に関すること。
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　⑿　新たに生じた土地の確認に関すること。

　（行財政局法務支援課）

第２５条　行財政局法務支援課政策法務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　課題解決及び政策実現のための法的手法等の調査，研究及び助言に関すること。

　⑶　本市の事務事業に係る紛争の予防及び解決のための法的助言に関すること。

　⑷　本市の事務事業に係る弁護士相談に関すること。

　⑸　本市における訴訟，調停その他の争訟に係る代理人の選任その他これらの統轄に関する

　　こと。

　⑹　法規の運用及び解釈に関すること。

　⑺　条例，規則，訓令甲その他の重要文書案の審査及び意見並びに特命による重要文書案の

　　立案に関すること。

　⑻　例規集の編集に関すること。

　⑼　神戸市公報その他公告式に関すること。

　⑽　官報掲載事項の報告に関すること。

　⑾　審査請求における審査庁の事務に関すること（市長が審査庁である場合に係るものに限

　　る。）。

　⑿　審査請求に係る審理手続において審理員が行う事務の補助に関すること（審理員が市長

　　が指名した者である場合に係るものに限る。）。

　⒀　神戸市行政不服審査会に関すること。

２　行財政局法務支援課コンプライアンス推進係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　職員の公正な職務の執行の確保に関すること。

　⑵　神戸市公正職務審査会に関すること。

　⑶　内部統制に関すること。

　⑷　不当要求行為その他の違法行為の対策に関すること。

　⑸　行政手続に関すること。

　⑹　工事施行の調査及び改善指導に関すること。

　⑺　事務引継に関すること。

　（行財政局人事課）　

第２６条　行財政局人事課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　人事評価に関すること。

　⑶　職員の表彰に関すること。

　⑷　神戸市職員衛生管理審査会に関すること。

　⑸　職員の配置に関すること。

　⑹　職員の選考に関すること。

　⑺　職員の懲戒及び分限に関すること。

　⑻　神戸市職員懲戒審査委員会に関すること。

　⑼　神戸市職員分限懲戒審査会に関すること。

　⑽　前各号に掲げるもののほか，人事に関すること。
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　（行財政局組織制度課）

第２７条　行財政局組織制度課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　組織の管理に関すること。

　⑵　職員の定数に関すること。

　⑶　職員の勤務条件に関すること。

　（行財政局給与課）

第２８条　行財政局給与課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　職員の給与に関すること（総務事務センターの所管に属するものを除く。）。

　⑶　退職手当に関すること。

　⑷　職員の公傷病に関すること。

　⑸　職員団体及び職員の労働組合に関すること。

　⑹　給与制度の調査，研究及び改善に関すること。

　⑺　服制に関すること。

　⑻　事業場の安全管理に関すること。

　⑼　神戸市特別職議員報酬等審議会に関すること。

　⑽　公務災害補償等審査会に関すること。

　⑾　前各号に掲げるもののほか，職員の待遇に関すること。

　（行財政局厚生課）

第２９条　行財政局厚生課福利係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　職員の福祉に関すること。

　⑶　職員公舎に関すること。

　⑷　神戸市職員共助組合及び神戸市職員信用組合に関すること並びに神戸市職員共済組合に

　　関すること（地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第４章第３節に規定する

　　長期給付（次項において単に「長期給付」という。）に係るものを除く。）。

　⑸　職員の総合相談窓口に関すること。

２　行財政局厚生課共済係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　退職年金及び恩給に関すること。

　⑵　神戸市職員共済組合に関すること（長期給付に係るものに限る。）。

３　行財政局厚生課衛生管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　職員の衛生管理（神戸市職員衛生管理審査会に係るものを除く。）に関すること。

　⑵　職員のメンタルヘルス対策に関すること。

　（行財政局総務事務センター）

第３０条　行財政局総務事務センターは，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　センターの庶務に関すること。

　⑵　総務事務の集約化及び改善に関すること。

　⑶　総務事務に係るシステムの総合調整及び管理に関すること。

　⑷　職員の給与の支給に関すること。

　⑸　前４号に掲げるもののほか，総務事務に関すること（他の所管に属するものを除く。）。
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　（行財政局財務課）

第３１条　行財政局財務課調査係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　財政全般の企画及び調整に関すること。

　⑶　予算に関すること（所管部局は，行財政局長が定める。）。

　⑷　財政調査及び報告に関すること。

　⑸　財政事情の公表に関すること。

　⑹　譲与税（税務部税制企画課の所管に属するものを除く。），交付金（税務部税制企画課

　　の所管に属するものを除く。）及び地方交付税に関すること。

２　行財政局財務課予算第１係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　予算に関すること（所管部局は，行財政局長が定める。）。

　⑵　予算の編成及び管理に関すること。

３　行財政局財務課予算第２係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　予算に関すること（所管部局は，行財政局長が定める。）。

　⑵　市議会の議案及び業務報告に関すること。

４　行財政局財務課公債係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　公債，宝くじ及び借入金に関すること。

　⑵　神戸市公債基金及び神戸市財政調整基金に関すること。

　⑶　予算に関すること（所管部局は，行財政局長が定める。）。

　（行財政局契約監理課）

第３２条　行財政局契約監理課物品契約係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　契約事務の連絡及び調整に関すること。

　⑶　契約事務の相談及び指導に関すること。

　⑷　契約制度の企画及び立案に関すること。

　⑸　契約関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

　⑹　神戸市指名停止基準要綱に基づく排除措置に関すること。

　⑺　暴力団排除要綱に基づく兵庫県警察との連絡及び調整に関すること。

　⑻　神戸市特定調達等調査委員会に関すること。

　⑼　入札及び契約に係る広報に関すること。

　⑽　入札及び契約に係るシステムの改善及び管理に関すること。

　⑾　兵庫県電子入札システムに関すること。

　⑿　物品購入契約に関すること。

　⒀　製造請負契約に関すること。

　⒁　物品賃貸契約に関すること。

　⒂　その他請負契約（工事契約係の所管に属するものを除く。）に関すること。

　⒃　不用物品売却契約に関すること。

　⒄　物品等競争入札に係る参加資格に関すること。

２　行財政局契約監理課工事契約係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　工事請負契約に関すること。
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　⑵　その他請負契約（建設コンサルタント業務（公共工事の前払金保証事業に関する法律 

　　（昭和２７年法律第１８４号）第１９条第３号に規定する建設コンサルタントに係る業務（土木

　　建築に関する工事の請負に係る業務を除く。）をいう。）等に係るものに限る。）に関す

　　ること。

　⑶　工事請負競争入札に係る参加資格に関すること。

　⑷　発注計画の策定及び公表に関すること。

　（行財政局資産活用課）

第３３条　行財政局資産活用課管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　財産区有財産の管理及び処分に関すること。

　⑶　財産区管理会の指導に関すること。

　⑷　財産区有金の会計経理に関すること。

　⑸　公有財産の保険の契約及び請求に関すること。

　⑹　自動車損害賠償保険事務の連絡及び調整に関すること。

　⑺　公有財産台帳のシステム管理に関すること。

　⑻　前各号に掲げるもののほか，財産の管理に関すること（活用係及び調整係の所管に属す

　　るものを除く。）。

２　行財政局資産活用課活用係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　公有財産の調査及び総括に関すること。

　⑵　公有財産事務の連絡及び総合調整に関すること。

　⑶　不動産専用公印の管守に関すること。

　⑷　局所管の不動産（業務改革課，庁舎課及び厚生課の所管に属するものを除く。）の貸付

　　け，管理及び保全に関すること。

　⑸　不動産（建設局，都市局及び港湾局の所管に属するものを除く。）の取得及びこれに伴

　　う損失補償並びに処分に関すること。

　⑹　不動産の活用及び処分の企画並びに促進に関すること。

　⑺　不動産の処分後の契約の履行確認及び是正に関すること。

　⑻　ファシリティマネジメント（施設の管理，保全及び活用の最適化をいう。以下同じ。）

　　の推進に関すること。

　⑼　前各号に掲げるもののほか，財産の管理に関すること（管理係及び調整係の所管に属す

　　るものを除く。）。

３　行財政局資産活用課調整係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　不動産の評価に関すること。

　⑵　神戸市不動産評価審議会に関すること。

　⑶　公共用地の取得に伴う損失補償基準の総括に関すること。

　⑷　不動産の先行取得に係る調整に関すること。

　⑸　国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）に関すること。

　⑹　公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）に関すること。

　⑺　租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）の規定に基づく土地等の価額の審査に関するこ

　　と。
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　⑻　地価公示等に関すること。

　⑼　前各号に掲げるもののほか，財産の管理に関すること（管理係及び活用係の所管に属す

　　るものを除く。）。

　（行財政局税務部税務課）

第３４条　行財政局税務部税務課税務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　部及び課の庶務並びに部内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　税務広報に関すること。

　⑶　税務のシステムの総合調整，計画，開発，管理，運用及び保守に関すること。

　（行財政局税務部税制企画課）

第３５条　行財政局税務部税制企画課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　税制の調査及び企画に関すること。

　⑵　市税関係例規の制定及び改廃に関すること。

　⑶　市税関係予算に関すること。

　⑷　譲与税（財務課の所管に属するものを除く。），交付金（財務課の所管に属するものを

　　除く。）及び県税徴収委託金の収納に関すること。

　⑸　市税（個人の県民税を含む。以下同じ。）に関する訴訟に関すること。

　⑹　税務統計に関すること。

　⑺　税務事務の改善に関すること。

　（行財政局税務部市民税課）

第３６条　行財政局税務部市民税課税務サービス係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　個人の市民税（給与所得に係る特別徴収に係る個人の市民税（給与所得に係る特別徴収

　　に係る個人の県民税を含む。次条において同じ。）を除く。以下この項において同じ。）

　　の賦課に関すること（申告，申請及び届出の受付等を含む。）。

　⑶　個人の市民税の賦課事務の改善及び調整に関すること。

　⑷　市税その他徴収金の収納に関すること（収税課及び収納管理課の所管に属するものを除

　　く。）。

　⑸　市税に関する証明及び閲覧に係る事務の指導，改善及び調整に関すること（固定資産税

　　課及び収納管理課の所管に属するものを除く。）。

　⑹　市税に関する証明及び閲覧並びにこれらに係る手数料の調定及び収納に関すること。

　⑺　市税の窓口に関すること。

　⑻　個人の市民税に関する各種の台帳の整備に関すること。

　⑼　法人関係税県市共同窓口に関すること。

　（行財政局税務部法人税務課）

第３７条　行財政局税務部法人税務課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　法人の市民税，事業所税，市たばこ税，入湯税，給与所得に係る特別徴収に係る個人の

　　市民税及び軽自動車税の賦課に関すること（申告，申請及び届出の受付等並びに賦課事務

　　の調整等を含む。）。

　⑶　法人の市民税，事業所税，市たばこ税，入湯税，給与所得に係る特別徴収に係る個人の

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号



　　市民税及び軽自動車税に関する各種の台帳の整備に関すること。

　（行財政局税務部固定資産税課）

第３８条　行財政局税務部固定資産税課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　固定資産税及び都市計画税の賦課事務並びに固定資産の評価事務の改善及び調整に関す

　　ること。

　⑶　固定資産税及び都市計画税に関する証明及び閲覧に係る事務の指導，改善及び調整に関

　　すること。

　⑷　固定資産の価格等の決定及び修正に関すること。

　⑸　固定資産の評価に関すること。

　⑹　固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること（申告，申請及び届出の受付等を含 

　　む。）。

　⑺　固定資産税及び都市計画税に関する各種の台帳の整備に関すること。

　⑻　価格等の配分に係る償却資産に関すること。

　⑼　固定資産の所有者の調査及び固定資産税に関する課税のための補足調査に関すること。

　⑽　特別土地保有税の賦課に関すること。

　⑾　特別土地保有税に関する各種の台帳の整備に関すること。

　⑿　国有資産等所在市町村交付金に係る資料の調査及び請求に関すること。

　（行財政局税務部収税課）

第３９条　行財政局税務部収税課収税係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　市税その他徴収金の督促及び滞納整理事務の指導，改善及び調整に関すること。

　⑶　滞納整理のシステムに関すること。

　⑷　市税その他徴収金の収納，欠損処分，徴収の嘱託及び徴収の嘱託を受けることに関する

　　こと（市民税課及び収納管理課の所管に属するものを除く。）。

　⑸　市税その他徴収金の滞納整理に関すること（収納管理課の所管に属するものを除く。）。

　⑹　市の未収債権（市税その他徴収金を除く。）の徴収に係る調査及び総合調整に関するこ

　　と。

　（行財政局税務部収納管理課）

第４０条　行財政局税務部収納管理課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　市税その他徴収金の収納，収納管理及び欠損処分に関すること（市民税課及び収税課の

　　所管に属するものを除く。）。

　⑶　国有資産等所在市町村交付金の収納に関すること。

　⑷　市税に関する証明及び閲覧に係る事務の指導，改善及び調整に関すること（市民税課及

　　び固定資産税課の所管に属するものを除く。）。

　⑸　市税に関する証明並びに当該証明に係る手数料の調定及び収納に関すること（納税証明

　　に係るものに限る。）。

　⑹　市税の口座振替及び納税貯蓄組合に関すること。

　⑺　過誤納金の還付及び充当に関すること。
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　⑻　市税その他徴収金の督促及び滞納整理に関すること（収税課の所管に属するものを除 

　　く。）。

　　　　第６節　文化スポーツ局

　（文化スポーツ局スポーツ企画課）

第４１条　文化スポーツ局スポーツ企画課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　局及び課の庶務並びに局内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　局の予算の経理に関すること。

　⑶　局の職員の安全衛生に関すること。

　⑷　局が所管する外郭団体の総合調整に関すること。

　⑸　神戸市文化スポーツ局指定管理者選定評価委員会に関すること。

　⑹　スポーツの振興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　市民スポーツ及びレクリエーションの指導及び奨励に関すること。

　⑻　市民の健康増進に関すること。

　⑼　神戸市スポーツ推進審議会に関すること。

　⑽　スポーツ推進委員に関すること。

　⑾　市民スポーツ関係団体に関すること。

　⑿　地域スポーツクラブの振興に関すること。

　⒀　神戸市立東灘体育館，神戸市立王子スポーツセンター，神戸市立中央体育館，神戸市立

　　ポートアイランドスポーツセンター，神戸市立須磨体育館，神戸市立垂水体育館及び神戸

　　市立西体育館並びに神戸ポートアイランドホールに関すること。

　⒁　神戸市少年団に関すること。

　⒂　神戸市立自然の家及び神戸市立洞川教育キャンプ場に関すること。

　⒃　公益財団法人神戸市スポーツ協会に関すること。

　（文化スポーツ局国際スポーツ室）

第４２条　文化スポーツ局国際スポーツ室は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　室の庶務に関すること。

　⑵　国際的なスポーツイベントの誘致，調査及び調整に関すること。

　（文化スポーツ局文化交流課）

第４３条　文化スポーツ局文化交流課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　文化行政の連絡及び調整に関すること。

　⑶　市民の文化活動その他文化に係る企画，調査及び研究並びに当該活動に係る事業の実施

　　に関すること。

　⑷　芸術文化の振興及び普及に関すること。

　⑸　神戸文化ホール，神戸アートビレッジセンター，神戸市立文化センター及び神戸文学館

　　に関すること。

　⑹　神戸市勤労会館に関すること。

　⑺　公益財団法人神戸市民文化振興財団に関すること。

　⑻　市民の余暇活動に関すること。

　⑼　神戸市民祭協会に関すること。
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　⑽　神戸市文化賞等選考委員会に関すること。

　⑾　生涯学習の振興に関すること。

　⑿　神戸市生涯学習支援センターに関すること。

　（文化スポーツ局文化財課）

第４４条　文化スポーツ局文化財課文化財保護活用係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　文化財に関する諸施策の企画，調査，研究，連絡及び調整に関すること。

　⑶　文化財（埋蔵文化財を除く。）の保護及び調査に関すること。

　⑷　文化財（埋蔵文化財を除く。）の普及啓発に関すること。

　⑸　文化環境保存区域の保存育成に関すること。

　⑹　伝統的建造物群保存地区の保存整備に関すること。

　⑺　文化財関連施設に関すること。

　⑻　神戸市文化財保護審議会に関すること。

　⑼　博物館の登録等に関すること。

　⑽　私立博物館に対する必要な報告の要求，指導及び助言に関すること。

２　文化スポーツ局文化財課埋蔵文化財係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　埋蔵文化財の保護に関すること。

　⑵　埋蔵文化財に係る指導及び相談に関すること。

　⑶　埋蔵文化財に関する情報収集及び統計に関すること。

　⑷　埋蔵文化財に係る事務の連絡及び調整に関すること。

　⑸　埋蔵文化財の調査に関すること。

　⑹　神戸市埋蔵文化財センターに関すること。

　　　　第７節　福祉局

　（福祉局政策課）

第４５条　福祉局政策課政策係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　局及び課の庶務並びに局内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　局の職員の人事に関すること（行財政局人事課の所管に属するものを除く。）。

　⑶　局の予算の経理に関すること。

　⑷　局の職員の安全衛生に関すること。

　⑸　福祉事務所との連絡及び調整に関すること（くらし支援課くらし支援係の所管に属する

　　ものを除く。）。

　⑹　市民福祉の啓発に関すること。

　⑺　神戸市福祉局指定管理者選定評価委員会に関すること。

　⑻　神戸市市民福祉調査委員会に関すること（他の課の所管に属するものを除く。）。

　⑼　市民福祉総合計画に関すること。

　⑽　福祉事業の企画，開発及び推進に関すること（くらし支援課くらし支援係及び高齢福祉

　　課地域福祉係の所管に属するものを除く。）。

　⑾　福祉施設等の整備事業の調整に関すること。

　⑿　民間（国及び地方公共団体以外の者の設置に係るものをいう。以下この節において同 

　　じ。）の社会福祉施設に対する助成の調整に関すること。
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　⒀　神戸市しあわせの村に関すること。

　⒁　神戸市立こうべ市民福祉交流センターに関すること。

　⒂　神戸市立総合福祉センターに関すること。

　⒃　玉津健康福祉ゾーンに関すること。

　⒄　社会福祉法人神戸市社会福祉協議会に関すること。

　⒅　公益財団法人こうべ市民福祉振興協会に関すること。

　（福祉局人権推進課）

第４６条　福祉局人権推進課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　総合的かつ効果的な人権教育及び人権啓発に関する施策の推進，連絡及び調整に関する

　　こと。

　⑶　人権教育及び人権啓発に係る関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑷　犯罪被害者等の支援に関する相談に関すること。

　（福祉局くらし支援課）

第４７条　福祉局くらし支援課くらし支援係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること並びにくらし支援課及び保護課の庶務の総括，調整及び改善に関

　　すること。

　⑵　生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）に基づく支援の実施に関すること（保

　　護課保護係並びに福祉事務所生活支援課くらし支援係，保健福祉課くらし支援係及び支所

　　くらし支援係の所管に属するものを除く。）。

　⑶　貧困に関する施策の推進に関すること。

　⑷　本市の各区の社会福祉協議会に関すること。

　⑸　ボランティア活動の推進に関すること。

　⑹　福祉情報システムの運用及び開発に関すること。

　⑺　福祉事務所との連絡及び調整に関すること（政策課政策係の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑻　福祉事業の企画，開発及び推進に関すること（政策課政策係及び高齢福祉課高齢者支援

　　係の所管に属するものを除く。）。

　⑼　福祉に資する人材の確保に関すること。

　⑽　阪神・淡路大震災による被災者の生活再建の支援及び生活再建施策に関する連絡及び調

　　整に関すること。

　⑾　阪神・淡路大震災に係る災害援護資金に関すること。

　⑿　前２号に掲げるもののほか，自然災害による被災者の生活再建の支援に関すること。

　（福祉局保護課）

第４８条　福祉局保護課保護係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　生活保護（医療扶助及び介護扶助を除く。）に関すること。

　⑶　市域における中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

　　び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条の規定に基づく支

　　援給付（医療支援給付及び介護支援給付を除く。）及び第１５条の規定に基づく配偶者支援
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　　金の支給並びに市域における中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

　　支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号）附則第４条の規定に基

　　づく支援給付（医療支援給付及び介護支援給付を除く。）に関すること（垂水区役所保健

　　福祉部生活支援課くらし支援係の所管に属するものを除く。）。

　⑷　保護施設についての認可，指導及び監督に関すること。

　⑸　ホームレスの援護，保護の決定及び保護の実施に関すること。

　⑹　和光園との連絡及び調整に関すること（高齢福祉課管理係の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑺　市立の保護施設及び一時宿泊施設に関すること。

　⑻　被保護者等緊急援護資金貸付金に関すること（区役所（北神区役所を除く。）保健福祉

　　部生活支援課保護係，北神区役所保健福祉課保護係及び支所保健福祉課保護係の所管に属

　　するものを除く。）。

　⑼　中国残留邦人等地域生活支援事業に関すること（垂水区役所保健福祉部生活支援課くら

　　し支援係の所管に属するものを除く。）。

　⑽　生活困窮者自立支援法に基づく支援の実施に関すること（くらし支援課くらし支援係並

　　びに福祉事務所生活支援課くらし支援係，保健福祉課くらし支援係及び支所くらし支援係

　　の所管に属するものを除く。）。

　⑾　神戸市遺留金取扱条例（平成３０年３月条例第３３号）に関すること（医療係の所管に属す

　　るものを除く。）。

２　福祉局保護課医療係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　生活保護（医療扶助及び介護扶助に限る。）に関すること。

　⑵　市域における中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

　　び特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条の規定に基づく支援給付（医療支援給付及

　　び介護支援給付に限る。）及び市域における中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住

　　帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第４条に規定する施行前死亡

　　者の配偶者に対する支援給付（医療支援給付及び介護支援給付に限る。）に関すること 

　　（垂水区役所保健福祉部生活支援課くらし支援係の所管に属するものを除く。）。

　⑶　低所得世帯療養資金の償還に関すること。

　⑷　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による医療機関等の指定及び取消しに関す

　　ること。

　⑸　生活保護法に規定する指定医療機関等の指導及び監督に関すること。

　⑹　行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

　⑺　神戸市遺留金取扱条例に関すること（保護係の所管に属するものを除く。）。

　（福祉局高齢福祉課）

第４９条　福祉局高齢福祉課事業推進係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること並びに高齢福祉課，介護保険課，国保年金医療課及び和光園の庶

　　務の総括，事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　高齢者対策に係る企画及び調整に関すること。

　⑶　高齢者の社会参加に関すること。

　⑷　老人クラブの育成に関すること。
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１４７７

　⑸　敬老優待乗車証及び福祉乗車証に関すること。

　⑹　戦没者遺族，戦傷病者，引揚者等の援護に関すること（区役所（北神区役所を除く。）

　　保健福祉部健康福祉課管理係，北神区役所保健福祉課管理係，須磨区役所北須磨支所保健

　　福祉課管理係及び西区役所総務部西神中央出張所の所管に属するものを除く。）。

　⑺　和光園との連絡調整に関すること（保護課保護係の所管に属するものを除く。）。

２　福祉局高齢福祉課高齢者支援係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　福祉事業の企画，開発及び推進に関すること（政策課政策係及びくらし支援課くらし支

　　援係の所管に属するものを除く。）。

　⑵　基幹福祉避難所及び福祉避難所に関すること。

３　福祉局高齢福祉課施設整備係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　老人福祉施設の整備，認可等に関すること（監査指導部の所管に属するものを除く。）。

　⑵　介護老人保健施設の整備に関すること。

　⑶　有料老人ホームの届出等に関すること（監査指導部の所管に属するものを除く。）。

　⑷　高齢者の介護に係る地域密着型サービスの整備に関すること。

　⑸　サービス付き高齢者向け住宅の登録等に関すること（建築住宅局住宅政策課民間住宅係

　　及び監査指導部の所管に属するものを除く。）。

　⑹　特別養護老人ホームの入所の指針及び特例入所に関すること。

４　福祉局高齢福祉課地域福祉係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　地域福祉に係る企画及び調査に関すること。

　⑵　地域福祉に係る関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑶　民生委員及び児童委員に関すること。

　⑷　神戸市民生委員推薦会に関すること。

　⑸　神戸市福祉有償運送運営協議会に関すること。

　⑹　地域見守り活動の推進に関すること（介護保険課地域包括支援係の所管に属するものを

　　除く。）。

　⑺　高齢者に対する虐待の防止及び高齢者に対する支援のための措置等に関すること（監査

　　指導部，区役所（北神区役所を除く。）保健福祉部健康福祉課あんしんすこやか係，北神

　　区役所保健福祉課あんしんすこやか係，須磨区役所北須磨支所保健福祉課あんしんすこや

　　か係及び福祉事務所の所管に属するものを除く。）。

　（福祉局介護保険課）

第５０条　福祉局介護保険課管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　介護保険制度に係る企画，調査及び研究に関すること。

　⑶　介護保険事業計画に関すること。

　⑷　介護保険に関する統計，事業報告等に関すること。

２　福祉局介護保険課保険事業係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　介護保険に係る被保険者の資格，保険料の賦課徴収及び保険給付に係る事務の指導，改

　　善及び調整に関すること。

　⑵　介護保険システムの開発に関すること（認定係の所管に属するものを除く。）。

　⑶　介護予防・日常生活支援総合事業（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５第
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　　１項に規定する事業をいう。以下同じ。）に関すること（認定係，地域包括支援係及び監

　　査指導部の所管に属するものを除く。）。

３　福祉局介護保険課認定係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　介護保険に係る要介護認定及び要支援認定に関すること。

　⑵　神戸市介護認定審査会に関すること（区役所（北神区役所を除く。）保健福祉部健康福

　　祉課あんしんすこやか係及び北神区役所保健福祉課あんしんすこやか係の所管に属するも

　　のを除く。）。

　⑶　介護保険に係る要介護認定及び要支援認定に係るシステムの開発及び運用に関すること。

　⑷　介護予防・日常生活支援総合事業に関すること（保険事業係，地域包括支援係及び監査

　　指導部の所管に属するものを除く。）。

４　福祉局介護保険課地域包括支援係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　地域包括支援センターの総括及び総合調整に関すること。

　⑵　あんしんすこやか窓口に関すること。

　⑶　介護保険外サービスの実施に関すること（認知症対策係の所管に属するものを除く。）。

　⑷　地域見守り活動の推進に関すること（高齢福祉課地域福祉係の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑸　介護予防事業企画に関すること。

　⑹　ケアマネジメントに係る企画に関すること（監査指導部の所管に属するものを除く。）。

　⑺　介護予防・日常生活支援総合事業に関すること（保険事業係，認定係及び監査指導部の

　　所管に属するものを除く。）。

　⑻　ケアプランの適正化に関すること（認定係及び監査指導部の所管に属するものを除 

　　く。）。

５　福祉局介護保険課認知症対策係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　認知症対策に関すること。

　⑵　介護保険外サービスの実施に関すること（地域包括支援係の所管に属するものを除 

　　く。）。

　（福祉局国保年金医療課）

第５１条　福祉局国保年金医療課管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。

　⑶　国民健康保険団体連合会に関すること。

　⑷　保険医療機関等との連絡及び協議に関すること。

　⑸　国民健康保険に係る保健事業に関すること。

　⑹　国民健康保険に関する諸統計，事業報告等に関すること。

　⑺　特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

２　福祉局国保年金医療課国民健康保険係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　国民健康保険の被保険者の資格及び保険給付の事務の改善及び調整に関すること。

　⑵　国民健康保険に係る保険料の賦課徴収事務の改善及び調整並びに保険料率の決定に関す

　　ること。

　⑶　国民健康保険に係る保険料その他の収入金の滞納整理事務の改善及び調整に関すること。
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１４７９

　⑷　国民健康保険の普及及び宣伝に関すること。

　⑸　区役所における国民健康保険事務の指導，改善及び調整に関すること。

３　福祉局国保年金医療課医療係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　高齢期移行者医療費助成，こども医療費助成，重度障害者医療費助成及びひとり親家庭

　　等医療費助成の事業に関すること（こども家庭局こども企画課総務係の所管に属するもの

　　を除く。）。

　⑵　後期高齢者医療事務に関すること。

　⑶　高齢期移行者医療費助成，こども医療費助成，重度障害者医療費助成及びひとり親家庭

　　等医療費助成に係る医療担当者等との連絡に関すること（こども家庭局こども企画課総務

　　係の所管に属するものを除く。）。

　⑷　兵庫県後期高齢者医療広域連合との連絡及び調整に関すること。

　⑸　区役所における高齢期移行者医療費助成，こども医療費助成，重度障害者医療費助成及

　　びひとり親家庭等医療費助成の事業並びに後期高齢者医療事務の指導，改善及び調整に関

　　すること（こども家庭局こども企画課総務係の所管に属するものを除く。）。

　⑹　はり，きゅう及びマッサージの施術料に係る助成事業に関すること。

４　福祉局国保年金医療課国民年金係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　国民年金の普及及び宣伝に関すること。

　⑵　国民年金に関する諸統計，事業報告等に関すること。

　⑶　区役所における国民年金事務の指導，連絡及び改善に関すること。

　⑷　前３号に掲げるもののほか，国民年金に関すること。

　⑸　特定障害者に係る特別障害給付金に関すること。

　⑹　年金生活者支援給付金に関すること。

　（福祉局障害福祉課）

第５２条　福祉局障害福祉課管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること並びに障害福祉課，障害者支援課，障害者福祉センター，さざん

　　か療護園（施設支援係の所管に属するものを除く。），発達障害者支援センター及びひき

　　こもり支援室の庶務の総括，事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　神戸市立東部在宅障害者福祉センター，神戸市立中部在宅障害者福祉センター及び神戸

　　市立西部在宅障害者福祉センターに関すること（施設支援係の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑶　市民福祉スポーツセンター及び神戸市立点字図書館に関すること。

　⑷　障害者のスポーツの振興に関すること。

　⑸　児童福祉施設（障害児に係る施設に限る。），障害者支援施設等の栄養指導に関するこ

　　と（こども家庭局総合療育センター管理係及びさざんか療護園の所管に属するものを除 

　　く。）。

２　福祉局障害福祉課調整係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　障害者及び障害児の福祉事業の調査，研究及び総合調整に関すること。

　⑵　障害者の福祉の啓発に関すること（障害者福祉センターの所管に属するものを除く。）。

　⑶　神戸市障害者施策推進協議会に関すること。

　⑷　障害者保健福祉計画及び障害福祉計画に関すること。
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　⑸　障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）に関すること。

３　福祉局障害福祉課施設支援係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　障害者及び障害児の福祉施設の整備に関すること。

　⑵　障害者及び障害児の福祉施設に関すること（こども家庭局家庭支援課の所管に属するも

　　のを除く。）。

　⑶　こども家庭センターとの連絡及び調整に関すること（障害者支援課自立支援係及びこど

　　も家庭局家庭支援課家庭養護係の所管に属するものを除く。）。

　⑷　神戸市立東部在宅障害者福祉センター，神戸市立中部在宅障害者福祉センター及び神戸

　　市立西部在宅障害者福祉センターに関すること（管理係の所管に属するものを除く。）。

　⑸　障害者福祉センター及びさざんか療護園との連絡及び調整に関すること（管理係の所管

　　に属するものを除く。）。

　⑹　高齢者，障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関すること。

　⑺　障害者施策に係る都市施設整備事業に関すること。

　⑻　ユニバーサルデザインのまちづくりに関すること（建設局道路工務課交通安全施設係及

　　び都市局景観政策課の所管に属するものを除く。）。

　⑼　前各号に掲げるもののほか，障害者及び障害児の福祉に関すること（保健所精神保健福

　　祉センター，障害者支援課及びこども家庭局家庭支援課発達支援係の所管に属するものを

　　除く。）。

　（福祉局障害者支援課）

第５３条　福祉局障害者支援課自立支援係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　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。

　　以下「障害者総合支援法」という。）に係る自立支援給付に関すること（自立支援給付・

　　医療係の所管に属するものを除く。）。

　⑶　障害者総合支援法に係る国庫補助に関すること。

　⑷　障害者総合支援法等に係る支払事務に関すること。

　⑸　介護給付費等の算定に関する届出に関すること（監査指導部の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑹　障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者等の監査及びこれに伴う指導，

　　児童福祉法に基づく障害児通所支援事業者等の監査及びこれに伴う指導に関すること（監

　　査指導部の所管に属するのを除く。）。

　⑺　発達障害者支援センターとの連絡及び調整に関すること（こども家庭局家庭支援課発達

　　支援係の所管に属するものを除く。）。

　⑻　障害者地域生活支援センターに関すること。

　⑼　障害者虐待の防止，障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法律第７９ 

　　号）に関すること（就労促進係及び監査指導部の所管に属するものを除く。）。

　⑽　こども家庭センターとの連絡及び調整に関すること（障害福祉課施設支援係及びこども

　　家庭局家庭支援課家庭養護係の所管に属するものを除く。）。

　⑾　障害者及び障害児の地域移行に関すること。

　⑿　前各号に掲げるもののほか，障害者及び障害児の福祉に関すること（障害福祉課，健康
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　　局保健所精神保健福祉センター及びこども家庭局家庭支援課発達支援係の所管に属するも

　　のを除く。）。

２　福祉局障害者支援課自立支援給付・医療係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　障害者総合支援法に係る自立支援給付に関すること（自立支援係の所管に属するものを

　　除く。）。

　⑵　障害支援区分の認定に関すること。

　⑶　障害者総合支援法に係る地域生活支援事業に関すること。

　⑷　障害者更生相談所との連絡及び調整に関すること。

　⑸　障害者総合支援法第５４条第２項に規定する指定自立支援医療機関に関すること。

３　福祉局障害者支援課就労促進係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　障害者の就労の促進に関すること。

　⑵　精神障害者社会適応訓練事業に関すること。

　⑶　障害者虐待の防止，障害者の養護者に対する支援等に関する法律第２３条の規定に基づく

　　使用者による障害者虐待に関する事項の都道府県への通知に関すること。

　⑷　国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成２４年法律

　　第５０号）第９条第１項の規定に基づく障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図る

　　ための方針の作成に関すること。

　（福祉局監査指導部）

第５４条　福祉局監査指導部は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　部の庶務に関すること。

　⑵　社会福祉法人の設立の認可等に関すること。

　⑶　社会福祉法人の監査及び指導に関すること。

　⑷　社会福祉事業を行う施設（保護施設を除く。）の監査及び指導に関すること。

　⑸　介護保険事業者の指定，許可，変更及び取消し等に関すること。

　⑹　介護報酬の算定に関する届出に関すること。

　⑺　介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出及び検査に関すること。

　⑻　介護予防・日常生活支援総合事業に関すること（介護保険課の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑼　介護サービス情報の公表に関すること。

　⑽　介護保険に係るサービスを行う事業者の指導，監査及び育成に関すること（介護保険課

　　及び保健所の所管に属するものを除く。）。

　⑾　養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等に関すること。

　⑿　老人福祉施設の指導及び監督に関すること（高齢福祉課の所管に属するものを除く。）。

　⒀　有料老人ホームの指導及び監督に関すること（高齢福祉課の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⒁　サービス付き高齢者向け住宅の指導及び監督に関すること（高齢福祉課及び建築住宅局

　　住宅政策課民間住宅係の所管に属するものを除く。）。

　⒂　障害福祉サービス事業者等の指定，変更及び取消しに関すること並びに地域生活支援事

　　業者の認定，変更，取消し等に関すること。

　⒃　指定障害福祉サービス事業者等の監査及びこれに伴う指導に関すること（障害者支援課
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　　に属するものを除く。）。

⒄　障害児通所支援事業者等の指定，変更，取消し等に関すること並びに障害児通所支援事業

　者等の監査及びこれに伴う指導に関すること（障害者支援課に属するものを除く。）。

⒅　障害者虐待の防止，障害者の養護者に対する支援等に関する法律第１７条の規定に基づく障

　害者福祉施設従事者等による障害者虐待に関する事項の都道府県への報告に関すること。

⒆　介護給付費等の算定に関する届出に関すること（障害者支援課に属するものを除く。）。

⒇　指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に係る届出及び検査に関すること。

　　　　第８節　健康局

　（健康局政策課）

第５５条　健康局政策課政策係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　局及び課の庶務並びに局内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　局の職員の人事に関すること（行財政局人事課の所管に属するものを除く。）。

　⑶　局の予算の経理に関すること。

　⑷　局の職員の安全衛生に関すること。

　⑸　神戸市保健医療審議会に関すること（健康企画課調整係及び地域医療課地域医療係の所

　　管に属するものを除く。）。

　⑹　神戸市健康局指定管理者選定評価委員会に関すること。

　⑺　公益財団法人兵庫県予防医学協会との連絡及び調整に関すること。

　（健康局健康企画課）

第５６条　健康局健康企画課健康企画係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　保健事業の企画，推進及び調整に関すること。

　⑶　衛生上の統計に関すること。

　⑷　がん対策に係る企画，調整及び実施に関すること。

　⑸　健康創造都市ＫＯＢＥの推進に関すること。

　⑹　神戸医療産業都市に関する連絡及び調整に関すること（企画調整局医療・新産業本部医

　　療産業都市部調査課及び推進課の所管に属するものを除く。）。

２　健康局健康企画課調整係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　保健センター，区役所及び須磨区役所北須磨支所の業務に係る調整に関すること（保健

　　事業に関するものに限る。）。

　⑵　保健センター，区役所及び須磨区役所北須磨支所の事業に係る支援に関すること（疾病

　　対策係，保健所保健課，予防衛生課，医務薬務課及びこども家庭局家庭支援課の所管に属

　　するものを除く。）。

　⑶　健康危機管理（感染症に係るものに限る。）に関すること（保健所予防衛生課結核・感

　　染症係，保健課管理係及び保健センターの所管に属するものを除く。）。

　⑷　保健情報の収集及び分析に関すること。

　⑸　神戸市保健医療審議会に関すること（健康局政策課政策係及び地域医療課地域医療係の

　　所管に属するものを除く。）。

　⑹　神戸市保健事業に係る研究倫理審査委員会に関すること。

３　健康局健康企画課疾病対策係は，次に掲げる事務を分掌する。
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　⑴　成人保健及び老人保健に関すること（健康企画係の所管に属するものを除く。）。

　⑵　健康教育に関すること。

　⑶　高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関すること（福祉局介護保険課地域包括支

　　援係及び国保年金医療課管理係の所管に属するものを除く。）。

　⑷　区役所及び須磨区役所北須磨支所の事業に係る支援に関すること（成人保健事業，老人

　　保健事業，健康教育並びに栄養に係る相談及び指導に関するものに限る。）。

　⑸　食育に関すること。

　⑹　栄養の改善に関すること（保健所医務薬務課薬務係，区役所保健福祉部健康福祉課管理

　　係，北神区役所保健福祉課管理係及び須磨区役所北須磨支所保健福祉課管理係の所管に属

　　するものを除く。）。

　⑺　国民健康・栄養調査に関すること。

　（健康局地域医療課）

第５７条　健康局地域医療課地域医療係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　地域医療の確保に関すること。

　⑶　救急医療対策に関すること。

　⑷　救急安心センターに関すること。

　⑸　在宅医療及び介護の連携の推進に関すること。

　⑹　看護師の確保の支援に関すること。

　⑺　兵庫県保健医療計画のうち，神戸圏域の医療分野の計画に関すること。

　⑻　医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の１４に規定する協議の場の開催に関すること。

　⑼　神戸市立医療センター中央市民病院，神戸市立医療センター西市民病院，神戸市立西神

　　戸医療センター，神戸市立神戸アイセンター病院及び神戸リハビリテーション病院による

　　病院連携に関すること。

　⑽　神戸こども初期急病センターに関すること。

　⑾　地方独立行政法人神戸市民病院機構評価委員会及び地方独立行政法人神戸市民病院機構

　　に関すること。

　⑿　一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団に関すること。

　⒀　公立大学法人神戸市看護大学評価委員会及び公立大学法人神戸市看護大学に関すること。

　（健康局生活衛生課）

第５８条　健康局生活衛生課食品衛生係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　食品衛生に係る企画，連絡及び調整に関すること。

　⑶　と畜場法（昭和２８年法律第１１４号）に関すること（保健所の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑷　前３号に掲げるもののほか，食品衛生に関すること（保健所の所管に属するものを除 

　　く。）。

２　健康局生活衛生課環境衛生係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　環境衛生及び動物衛生に係る企画，連絡及び調整に関すること。

　⑵　公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号）に関すること（保健所の所管に属するものを除 
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　　く。）。

　⑶　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）に関すること（保健所

　　の所管に属するものを除く。）。

　⑷　神戸市人と猫との共生に関する条例（平成２８年１２月条例第２２号）に関すること（保健所

　　の所管に属するものを除く。）。

　⑸　ホテル等の建築指導に関すること。

　⑹　住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）及び神戸市住宅宿泊事業の実施の制限等に関す

　　る条例（平成３０年３月条例第１８号）に関すること（保健所の所管に属するものを除く。）。

　⑺　神戸市動物愛護協会に関すること。

　⑻　動物管理センターに関すること。

　⑼　前各号に掲げるもののほか，環境衛生及び動物衛生に関すること（保健所の所管に属す

　　るものを除く。）。

　（健康局斎園管理課）

第５９条　健康局斎園管理課斎園係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること（墓園管理センター及び斎場管理センターの所管に属するものを

　　除く。）。

　⑵　市立の墓園に関すること。

　⑶　神戸市立斎場に関すること。

　⑷　墓地，埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）に関すること（区役所（北神区役所

　　を除く。）総務部市民課，北神区役所市民課窓口係，須磨区役所北須磨支所市民課市民係

　　及び西区役所総務部西神中央出張所の所管に属するものを除く。）。

　⑸　墓園管理センター及び斎場管理センターとの連絡及び調整に関すること。

　　　　第９節　こども家庭局

　（こども家庭局こども企画課）

第６０条　こども家庭局こども企画課総務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　局及び課の庶務並びに局内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　局の予算の経理に関すること。

　⑶　局の職員の人事に関すること（行財政局人事課の所管に属するものを除く。）。

　⑷　局の職員の安全衛生に関すること。

　⑸　子ども・子育て支援に係る施策の総合的な調整及び推進に関すること。

　⑹　次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第８条第１項に規定する市町村行

　　動計画の推進に関すること。

　⑺　子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６１条に規定する市町村子ども・子育て

　　支援事業計画に関すること（幼保振興課整備係の所管に属するものを除く。）。

　⑻　こども医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る事業に関すること（福祉局国保

　　年金医療課医療係の所管に属するものを除く。）。

　⑼　区役所におけるこども医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に係る事業の指導，連

　　絡及び改善に関すること（福祉局国保年金医療課医療係の所管に属するものを除く。）。

　⑽　神戸市子ども・子育て会議に関すること。

　⑾　市民福祉調査委員会に関すること（社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１２条第１項に
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　　規定する児童福祉に関する事項に係るものに限る。）。

　⑿　神戸市こども家庭局指定管理者選定評価委員会に関すること。

　（こども家庭局こども青少年課）

第６１条　こども家庭局こども青少年課地域子育て係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　市立の児童館に関すること。

　⑶　民間の児童館の設置の認可並びに設置者に対する指導及び監督に関すること。

　⑷　子ども会に関すること。

　⑸　ファミリーサポート事業（児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第１９条第３

　　号に掲げる事業をいう。）に関すること。

　⑹　在宅の児童の子育てに関すること（地域子育て支援センターに関するものを除く。）。

　⑺　新・放課後子ども総合プラン（放課後児童健全育成事業含む。）に関すること。

　⑻　地域における子育て支援の推進に関すること。

２　こども家庭局こども青少年課青少年育成係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　神戸っ子応援団に関すること。

　⑵　青少年に関する施策の調整及び推進に関すること。

　⑶　青少年育成協議会に関すること。

　⑷　青少年育成市民運動に関すること。

　⑸　青少年地域指導者の育成に関すること。

　⑹　青少年活動の振興及び青少年団体の育成に関すること。

　⑺　成人お祝いの会その他の青少年行事の運営に関すること。

　⑻　神戸市青少年会館に関すること。

　⑼　青少年の非行防止並びに補導機関との連絡及び調整に関すること。

　⑽　青少年の国際交流に関すること。

　（こども家庭局家庭支援課）

第６２条　こども家庭局家庭支援課家庭養護係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　要保護児童の福祉及び自立支援に関すること。

　⑶　里親に関すること。

　⑷　児童福祉施設（保育所，児童館及び障害児に係る施設を除く。）の設置並びに設置の認

　　可並びに設置者に対する指導及び監督に関すること（福祉局監査指導部の所管に属するも

　　のを除く。）。

　⑸　児童福祉施設（保育所及び障害児に係る施設を除く。）の栄養指導に関すること。

　⑹　若葉学園との連絡及び調整に関すること。

　⑺　こども家庭センターとの連絡及び調整に関すること（福祉局障害福祉課施設支援係及び

　　障害者支援課自立支援係の所管に属するものを除く。）。

　⑻　一人親家庭（母子家庭又は父子家庭である家庭をいう。以下同じ。）及び寡婦の福祉及

　　び自立支援に関すること。

　⑼　子供に関する諸手当に関すること。

　⑽　婦人の更生及び保護に関すること。
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　⑾　配偶者等からの暴力に係る施策の推進，調整及び相談に関すること。

　⑿　神戸市ひとり親家庭支援センターに関すること。

　⒀　自立援助ホーム子供の家に関すること。

２　こども家庭局家庭支援課母子保健係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　母子保健に関すること。

　⑵　難病の対策に関すること（健康局保健所保健課の所管に属するものを除く。）。

　⑶　受胎調節実地指導員の指定等に関すること。

３　こども家庭局家庭支援課発達支援係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　発達障害児の支援に関すること（福祉局発達障害者支援センターの所管に属するものを

　　除く。）。

　⑵　障害児の福祉に関すること（福祉局障害福祉課，障害者支援課及び健康局精神保健福祉

　　センターの所管に属するものを除く。）。

　⑶　神戸市療育センターとの連絡及び調整に関すること。

　（こども家庭局幼保振興課）

第６３条　こども家庭局幼保振興課振興係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　就学前の教育・保育に係る施策の調整及び推進に関すること。

　⑶　保育所の保育料に関すること。

　⑷　子ども・子育て支援法の規定による控除に伴い保護者が負担することとなる費用に関す

　　ること。

　⑸　施設型給付費及び地域型保育給付費等に係るシステムの開発及び運用に関すること。

２　こども家庭局幼保振興課整備係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　子ども・子育て支援法第６１条に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に関するこ

　　と（こども企画課総務係の所管に属するものを除く。）。

　⑵　教育・保育施設等整備計画に関すること。

　⑶　民間の教育・保育施設及び地域型保育事業に係る施設の整備に関すること。

３　こども家庭局幼保振興課運営係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　市立の保育所（以下「市立保育所」という。）の運営に関すること。

　⑵　市立保育所の施設の管理及び保全に関すること。

　⑶　市立保育所の監査に関すること。

　⑷　保育施策の推進に関すること。

　⑸　神戸市立保育所の移管に係る法人選定委員会に関すること。

　⑹　地域子育て支援センターに関すること。

　⑺　前各号に掲げるもののほか，市立保育所に関すること。

　（こども家庭局幼保事業課）

第６４条　こども家庭局幼保事業課給付係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　保育所における保育に係る費用に関すること。

　⑶　民間の保育所，幼稚園等の助成に関すること。

　⑷　施設型給付費，地域型保育給付費等及び施設等利用費の支給に関すること。
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１４８７

　⑸　病児保育事業の助成に関すること。

　⑹　子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関すること（区役所（北神

　　区役所を除く。）保健福祉部こども家庭支援課こども福祉係，北神区役所こども家庭支援

　　課こども福祉係及び須磨区役所北須磨支所保健福祉課こども福祉係の所管に属するものを

　　除く。）及び子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用給付認定に関すること。

　⑺　次に掲げる事項に係る福祉事務所との連絡及び調整に関すること並びに福祉事務所への

　　指導に関すること。

　　ア　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条第１項の規定に基づく保育所における保

　　　育に関すること。

　　イ　児童福祉法第２４条第３項の規定に基づく保育所，認定こども園又は家庭的保育事業等

　　　の利用に係る調整及び要請に関すること。

　　ウ　児童福祉法第２４条第４項の規定に基づく保育の利用の申込みの勧奨及び保育を受ける

　　　ことができるようにするための支援に関すること。

　　エ　児童福祉法第２４条第５項の規定に基づく保育を必要とする児童について，本市の設置

　　　する保育所又は幼保連携型認定こども園に入所させ保育を行う措置及び本市以外の者の

　　　設置する保育所又は幼保連携型認定こども園に入所を委託して保育を行う措置に関する

　　　こと。

　　オ　児童福祉法第２４条第６項の規定に基づく保育を必要とする乳児・幼児について，本市

　　　の設置する保育所又は幼保連携型認定こども園に入所させ保育を行う措置，本市以外の

　　　者の設置する保育所又は幼保連携型認定こども園に入所を委託して保育を行う措置，本

　　　市が行う家庭的保育事業等による保育を行う措置及び本市以外の者に家庭的保育事業等

　　　により保育を行うことを委託する措置に関すること。

　⑻　子ども・子育て支援法第５９条第１号から第３号までに掲げる事業に関すること。

　⑼　一時預かり事業に関すること。

２　こども家庭局幼保事業課指導係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　保育所及び幼保連携型認定こども園の設置の認可並びに家庭的保育事業等の認可に関す

　　ること。

　⑵　幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に関すること。

　⑶　特定教育・保育施設，特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認

　　に関すること。

　⑷　特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の業務管理体制の整備に係る届出に関す

　　ること。

　⑸　民間の保育所，認定こども園，家庭的保育者等の指導及び監督に関すること（福祉局監

　　査指導部の所管に属するものを除く。）。

　⑹　病児保育事業の指導及び監督に関すること。

　⑺　認可外の保育施設の指導及び監督に関すること。

　⑻　教育・保育の内容の研究及び改善に関すること。

　⑼　保育所等の職員の指導及び研修に関すること。

　⑽　保育所等の栄養及び衛生指導に関すること。

　　　　第１０節　環境局
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　（環境局環境政策課）

第６５条　環境局環境政策課総務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　局及び課の庶務並びに局内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　局職員の人事に関すること（行財政局人事課及び事業管理課の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑶　局の予算の経理に関すること。

　⑷　補助事業の申請，報告及び精算に関すること。

　⑸　神戸市環境事業基金の管理に関すること。

２　環境局環境政策課計画係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　神戸市環境保全審議会に関すること。

　⑵　環境保全基本計画に関すること。

　⑶　環境保全に係る基本的施策の調査及び企画に関すること。

　⑷　一般廃棄物に関する基本計画（施設整備計画を含む。）の策定及び推進に関すること。

　⑸　廃棄物の処理の統計，調査，研究，企画及び改善に関すること。

　⑹　災害廃棄物に係る計画及び調整に関すること。

　⑺　家庭系一般廃棄物の指定袋制度に関すること。

３　環境局環境政策課企画推進係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　家庭系一般廃棄物の２Ｒ（リデュース及びリユースをいう。）に関する事業の企画，推

　　進，広報及び啓発に関すること。

　⑵　家庭系一般廃棄物のリサイクル制度についての統計，調査，企画，設計，広報及び啓発

　　に関すること。

　⑶　資源の集団回収に関すること。

　⑷　神戸市リサイクル工房に関すること。

４　環境局環境政策課地域環境政策係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例（平成２０年３月条例第４８号）に関する

　　こと（須磨海水浴場及び海浜公園における過料の処分に係る事務を除く。）。

　⑵　美緑花神戸まちづくり（美化，緑化等を図る運動をいう。）及び環境美化の推進（街頭

　　ごみ容器の設置に係る事務を除く。）に関すること。

　⑶　地球環境市民会議に関すること。

　⑷　エコタウン（市民が主体となって環境にやさしいまちを形成していくことをいう。）の

　　推進に関すること。

　⑸　環境教育の企画及び推進に関すること。

　⑹　学校教育との連携に関すること。

　⑺　環境に関する情報の発信及び環境学習の支援に関すること（環境都市課の所管に属する

　　ものを除く。）。

　⑻　神戸市住居等における廃棄物その他の物の堆積による地域の不良な生活環境の改善に関

　　する条例（平成２８年６月条例第８号）に関すること。

　⑼　空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）及び神戸市空家空地対

　　策の推進に関する条例（平成２８年６月条例第３号）に関すること（廃棄物及び物の堆積に

　　係るものに限る。）。
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　（環境局事業管理課）

第６６条　環境局事業管理課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課及び施設課の庶務並びに課，業務課，施設課，事業所，自動車管理事務所，クリーン

　　センター及び布施畑環境センターの事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　局職員の安全衛生に関すること。

　⑶　局職員の公傷病に関すること。

　⑷　課，業務課，施設課，事業所，自動車管理事務所，クリーンセンター，布施畑環境セン

　　ター及び淡河環境センターの職員の人事に関すること。

　⑸　工事の施行手続に関すること。

　⑹　一般廃棄物の搬入に係る手数料に関すること（徴収を除く。）。

　⑺　局の所管に係る不動産及び施設（環境監視システム及び発生源監視システムを除く。）

　　の管理に関すること。

　⑻　一般廃棄物の資源化に係る作業計画並びに連絡及び調整に関すること。

　⑼　淡河環境センター及び資源リサイクルセンターに関すること（施設課の所管に属するも

　　のを除く。）。

　⑽　大阪湾広域臨海環境整備センターに関すること。

　⑾　クリーンセンター及び埋立処分地の公害防止に関すること。

　⑿　局の所管に係る施設に関する環境影響評価に関すること。

　⒀　廃棄物の有効利用に係る技術に関すること。

　⒁　埋立処分地の技術管理及び保全（土木技術に関するものに限る。）に関すること。

　⒂　局の所管に係る土木工事の設計，調査，見積り，監督及び検査に関すること。

　⒃　埋立てに係る作業計画並びにこれに伴う布施畑環境センター及び淡河環境センターとの

　　連絡及び調整に関すること。

　（環境局業務課）

第６７条　環境局業務課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　一般廃棄物の処理作業の計画及び指導に関すること。

　⑶　処理作業に係る事業所，自動車管理事務所，クリーンセンター及び布施畑環境センター

　　との連絡及び調整に関すること。

　⑷　家庭系一般廃棄物の排出に係る指導に関すること。

　⑸　家庭系一般廃棄物の分別の推進に関すること。

　⑹　家庭系一般廃棄物の分別に係る広報及び啓発に関すること。

　⑺　廃棄物の減量化及びリサイクルの推進に関すること（環境政策課企画推進係及び事業系

　　廃棄物対策課の所管に属するものを除く。）。

　⑻　一般廃棄物（事業系し尿に限る。）の搬入に係る手数料に関すること。

　⑼　一般廃棄物処理業（事業系し尿の収集又は運搬を業とするものに限る。）の許可及び指

　　導監督に関すること。

　⑽　高松作業所に関すること。

　⑾　開発行為等に伴う指導及び審査に関すること（ごみステーションその他の廃棄物等の集

　　積施設に係るものに限る。）。
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　⑿　廃棄物等の保管場所等の届出等に関すること。

　⒀　市が設置する街頭ごみ容器の収集運搬等に関すること。

　⒁　河川の環境の整備に関すること（兵庫県から受託している河川内の環境整備に係る美化

　　事業に限る。）。

　⒂　市民トイレ等に関すること。

　⒃　安全運転の推進及び運転事故の防止対策に関すること。

　（環境局施設課）

第６８条　環境局施設課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　局の所管に係る施設（環境監視システム及び発生源監視システムを除く。）の建設，保

　　全及び改良に係る計画並びに工事（土木工事を除く。）の設計，監督及び検査に関するこ

　　と。

　⑵　一般廃棄物の焼却及び破砕に係る作業計画並びにクリーンセンター及び破砕施設との連

　　絡及び調整に関すること。

　⑶　埋立処分地の技術管理及び保全（土木技術に関するものを除く。）に関すること。

　⑷　一般廃棄物の処理技術に関すること。

　⑸　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に関する

　　こと。

　⑹　処理施設の整備に係る事業所，自動車管理事務所，クリーンセンター，布施畑環境セン

　　ター，淡河環境センター及び資源リサイクルセンターとの連絡及び調整に関すること。

　（環境局事業系廃棄物対策課）

第６９条　環境局事業系廃棄物対策課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　一般廃棄物処理業（事業系し尿及び浄化槽に係る汚泥の収集又は運搬を業とするものを

　　除く。）の許可及び指導監督に関すること。

　⑶　作業管理体制の指導及び改善に関すること。

　⑷　一般廃棄物処理施設の設置に係る許可並びに維持管理に係る規制及び監督に関すること。

　⑸　一般廃棄物の再生利用及び処理技術に関すること。

　⑹　一般廃棄物（犬，猫等の死体，し尿及び家庭から排出される粗大ごみを除く。）の収集

　　又は運搬に係る手数料に関すること（当該手数料を徴収することを除く。）。

　⑺　事業系廃棄物の減量化及びリサイクルの企画及び推進に関すること。

　⑻　事業用建築物における廃棄物の再利用等による減量の指導に関すること（保管場所その

　　他これに類するものに係るものを除く。）。

　⑼　事業系一般廃棄物の排出に係る指導に関すること。

　⑽　不法投棄の防止及び対策に関すること。

　⑾　産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例（平成１５年兵庫県条例第２３号）に関す

　　ること（環境保全部環境保全指導課水・土壌環境係の所管に属するものを除く。）。

　⑿　自社で排出する産業廃棄物の保管行為に係る規制及び指導に関すること。

　⒀　産業廃棄物処理業者の指導及び育成に関すること。

　⒁　産業廃棄物処理業の許可及び審査に関すること。

　⒂　特別管理産業廃棄物の監視及び指導に関すること。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１４９０



１４９１

　⒃　産業廃棄物処理施設の設置に係る許可及び審査に関すること。

　⒄　産業廃棄物処理施設の維持管理に係る規制及び監督に関すること。

　⒅　産業廃棄物の再生利用及び処理技術に関すること。

　⒆　建設工事に係る資材の再資源化等に関すること（建築住宅局建築指導部建築調整課建設

　　リサイクル係の所管に属するものを除く。）。

　⒇　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成１３年法律第６５

　　号）に関すること。

　肝　使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成１４年法律第８７号）に関すること。

　艦　有害使用済機器の保管及び処分に関する審査及び指導に関すること。

　（環境局環境保全部環境都市課）

第７０条　環境局環境保全部環境都市課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　部及び課の庶務並びに部内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　環境に配慮した都市づくりに係る施策の企画及び推進に関すること。

　⑶　地球温暖化の防止その他の地球環境問題に係る施策の企画及び推進に関すること。

　⑷　省エネルギーに関する施策の企画及び推進に関すること。

　⑸　再生可能エネルギーに関する施策の企画及び推進に関すること（企画調整局つなぐラボ

　　の所管に属するものを除く。）。

　⑹　環境保全協定に関すること。

　⑺　環境物品等の調達の推進等に係る施策の企画及び推進に関すること。

　⑻　環境影響評価に関する制度の企画，運営及び啓発に関すること。

　⑼　環境影響評価に関する制度に係る関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑽　神戸市環境影響評価等に関する条例（平成９年１０月条例第２９号）に関すること。

　⑾　神戸市環境影響評価審査会に関すること。

　⑿　環境影響評価に係る指導及び審査に関すること。

　⒀　開発事業計画に係る自然環境保全に関する関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⒁　生物多様性の保全に係る施策の企画及び推進並びに連絡及び調整に関すること。

　⒂　神戸市生物多様性の保全に関する条例（平成２９年１０月条例第７号）に関すること。

　⒃　環境監視システムの管理及び運営に関すること。

　⒄　発生源監視システムの管理及び運営に関すること。

　⒅　環境測定局等の運営に関すること。

　⒆　公共用水域の監視及び調査に関すること。

　⒇　大気汚染に係る基礎調査に関すること。

　肝　水質保全に係る基礎調査に関すること。

　艦　大気汚染予測及び緊急時広報に関すること。

　莞　有害化学物質に係る調査及び施策の推進に関すること。

　観　ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年法律第１０５号）に係る常時監視に関すること。

　諌　環境監視結果の評価及び公表に関すること。

　貫　神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例（平成３０年１２月条例第１４

　　号）に関すること。

　還　市民の水辺事業に関すること。
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　（環境局環境保全部環境保全指導課）

第７１条　環境局環境保全部環境保全指導課大気・交通環境係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　大気環境及び交通環境（交通に起因する大気汚染，悪臭，騒音，振動その他の事象に関

　　わる環境をいう。以下同じ。）の保全に係る施策の企画及び推進に関すること。

　⑶　大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号），悪臭防止法（昭和４６年法律第９１号），騒音規

　　制法（昭和４３年法律第９８号）及び振動規制法（昭和５１年法律第６４号）に関すること。

　⑷　環境の保全と創造に関する条例（平成７年兵庫県条例第２８号）に係る大気環境及び交通

　　環境の保全に関すること。

　⑸　大気汚染，悪臭，騒音及び振動の防止技術並びに交通環境の保全技術の調査及び研究に

　　関すること。

　⑹　大気汚染，悪臭，騒音，振動及び交通環境に係る環境影響評価の技術手法の調査及び研

　　究に関すること。

　⑺　開発行為等に伴う指導及び審査（環境保全及び交通環境に係るものに限る。）に関する

　　こと（環境都市課及び水・土壌環境係の所管に属するものを除く。）。

　⑻　特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（昭和４６年法律第１０７号）の規定に

　　基づく届出に関すること。

　⑼　公害等調整委員会事務局との連絡及び調整に関すること。

　⑽　ダイオキシン類対策特別措置法に関すること（環境都市課及び水・土壌環境係の所管に

　　属するものを除く。）。

　⑾　神戸市光化学スモッグ健康被害者認定審査会に関すること。

　⑿　特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成１１年

　　法律第８６号）の規定に基づく届出制度の運営及び啓発に関すること。

　⒀　神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保のための自動車の運行等に関する条例

　　（平成１４年４月条例第８号）に関すること（建築住宅局建築指導部建築安全課指導係の所

　　管に属するものを除く。）。

２　環境局環境保全部環境保全指導課水・土壌環境係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　水環境の保全に係る施策の企画及び推進に関すること。

　⑵　水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）に関すること。　

　⑶　環境の保全と創造に関する条例に関すること（水環境の保全に係るものに限る。）。

　⑷　浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）に関すること（建築住宅局建築指導部建築安全課建築

　　安全係の所管に属するものを除く。）。

　⑸　浄化槽保守点検業者の登録並びに一般廃棄物処理業（浄化槽に係る汚泥の収集又は運搬

　　を業とするものに限る。）の許可及び指導監督に関すること。

　⑹　生活排水に係る施策の推進に関すること。

　⑺　瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）に関すること。

　⑻　地下水の水質の監視及び調査に関すること。

　⑼　海水浴場の水質保全に関すること。

　⑽　水質等に係る環境影響評価の技術手法の調査及び研究に関すること。

　⑾　土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）に関すること。
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　⑿　ダイオキシン類対策特別措置法に係る排出水及び土壌汚染に関すること。

　⒀　産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例に係る土壌汚染に関すること。

　⒁　開発行為等に伴う指導及び審査に関すること（水環境又は土壌環境の保全に係るものに

　　限る。）。

　　　　第１１節　経済観光局

　（経済観光局経済政策課）

第７２条　経済観光局経済政策課総務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　局及び課の庶務並びに局内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　局の職員の安全衛生に関すること。

　⑶　産業に係る諸団体及び事業所との連絡及び調整に関すること。

　⑷　神戸市経済観光局指定管理者選定評価委員会に関すること。

　⑸　株式会社神戸商工貿易センターに関すること。

　⑹　局が所管する外郭団体の総合調整に関すること。

　⑺　局の予算の経理に関すること。

２　経済観光局経済政策課企画係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　産業振興に係る施策の総合的な調整及び推進に関すること。

　⑵　市内産業の現況に関する調査研究及び局の基本施策に係る調整に関すること（就労促進

　　係の所管に属するものを除く。）。

　⑶　中小企業及び地域産業の振興に関する企画，立案及び調整に関すること。

　⑷　中小企業団体及び労働関係団体との連絡及び調整に関すること。

　⑸　大規模事業所との連絡及び調整に関すること（工業課の所管に属するものを除く。）。

　⑹　中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第７条第１項に規定する指定法人との連絡及

　　び調整に関すること。

　⑺　中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に関すること。

　⑻　中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に関すること。

　⑼　商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）に関すること。

　⑽　神戸市産業振興センターに関すること。

　⑾　公益財団法人神戸市産業振興財団に関すること。

　⑿　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）に関すること。

　⒀　神戸市大規模小売店舗等立地審議会に関すること。

　⒁　技能職者の福祉対策に関すること。

　⒂　神戸市技能奨励賞選考委員会に関すること。

　⒃　公益財団法人神戸いきいき勤労財団に関すること。

　⒄　勤労者福祉共済制度の支援に関すること。

　⒅　労働福祉に関すること。

　⒆　企業の海外商取引及び海外展開の情報収集及び情報提供並びに推進に関すること。

　⒇　外国人材の採用に関すること。

　肝　貿易関連団体及び機関との連絡及び調整に関すること。

　艦　中小企業の制度融資及び融資あっせんに関すること。

　莞　金融事情の調査に関すること。
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　観　中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第５項及び６項に規定する認定に

　　関すること。

　諌　信用保証協会及び金融機関との連絡及び調整に関すること。

３　経済観光局経済政策課就労促進係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　市内産業の現況に関する調査研究及び局の基本施策に係る調整に関すること（企画係の

　　所管に属するものを除く。）。

　⑵　雇用及び就労状況に関する連絡及び調整に関すること。

　⑶　都市型創造産業振興に関する企画，立案，調整及び推進に関すること。

　⑷　デザインを 活 かした産業に関する企画，立案，調整及び推進に関すること。
い

　⑸　デザイン・クリエイティブセンター神戸に関すること（企画調整局つなぐラボの所管に

　　属するものを除く。）。

　⑹　六甲山上における都市型創造産業の集積及び振興等に関すること。

　（経済観光局工業課）

第７３条　経済観光局工業課振興係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　成長産業の育成に関すること。

　⑶　工業立地の相談及び指導に関すること。

　⑷　工場立地法（昭和３４年法律第２４号）に関すること。

　⑸　中小工場の集団化及び団地建設の指導に関すること。

　⑹　インナーシティに係る地域の工場立地に係る調査及び研究並びに諸事業に関すること。

　⑺　大規模事業所との連絡及び調整に関すること（経済政策課企画係の所管に属するものを

　　除く。）。

　⑻　神戸市ものづくり工場に関すること。

　⑼　公益財団法人新産業創造研究機構に関すること。

　⑽　前各号に掲げるもののほか，工業の振興に関すること。

　（経済観光局商業流通課）

第７４条　経済観光局商業流通課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　商業団体の育成及び指導に関すること。

　⑶　商店街及び小売市場の育成及び指導に関すること。

　⑷　流通対策に関する連絡及び調整に関すること。

　⑸　小売商業調整特別措置法（昭和３４年法律第１５５号）に関すること。

　⑹　商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）に関すること。

　⑺　中小小売商業振興法（昭和４８年法律第１０１号）に関すること。

　⑻　前各号に掲げるもののほか，商業の振興に関すること。

　（経済観光局ファッション産業課）

第７５条　経済観光局ファッション産業課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　地場産業の育成及び振興に関すること。

　⑶　地場産業関係団体との連絡及び調整に関すること。
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　⑷　神戸ファッション美術館及び神戸ファッションマートに関すること。

　⑸　北野工房のまちに関すること。

　⑹　生活文化産業の振興に関すること。

　（経済観光局観光企画課）

第７６条　経済観光局観光企画課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　観光及びＭＩＣＥの振興に係る総合的企画，調査及び連絡調整に関すること。

　⑶　観光事業関係団体との連絡及び調整に関すること。

　⑷　泉源の管理に関すること。

　⑸　六甲山及び摩耶山の活性化に関すること（摩耶ケーブル及び摩耶ロープウェーに関する

　　ことを除く。）。

　⑹　神戸市立国民宿舎，神戸市立須磨海浜水族園，神戸市有馬温泉の館，神戸市立太閤の湯

　　殿館，神戸市立有馬温泉観光交流センター，神戸国際会議場及び神戸国際展示場に関する

　　こと。

　⑺　一般財団法人神戸観光局及び株式会社有馬温泉企業に関すること。

　（経済観光局農政計画課）

第７７条　経済観光局農政計画課計画係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　農政の総括及び基本計画並びに関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑶　農業構造の改善に関する調査，計画及び調整に関すること。

　⑷　登録農家制度に関すること。

　⑸　農業及び漁業の担い手に係る施策に関すること。

　⑹　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）及びその

　　関係法令に関すること（西農業振興センター西ふる里振興係及び北農業振興センター北ふ

　　る里振興係の所管に属するものを除く。）。

　⑺　神戸市いのししからの危害の防止に関する条例（平成２６年１０月条例第２３号）に関するこ

　　と。

　⑻　農業者年金に関する調整に関すること。

　⑼　農業振興資金融資及び農漁業制度資金利子補給制度に関すること。

　⑽　農業振興センター及び農業委員会との連絡及び調整に関すること。

　⑾　課の所管の工事等の施行に関する事務手続に関すること。

　⑿　課の所管の補助事業の申請，報告及び精算に関すること。

　⒀　農林土木事業の調査，計画及び調整に関すること。

　⒁　農業協同組合等又は土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３条に規定する資格を有す

　　る者の行う土地改良事業に係る事務（審査及び技術的援助を除く。）に関すること。

　⒂　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に関

　　すること（有害鳥獣に係るものに限る。）。

２　経済観光局農政計画課地域整備係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　人と自然との共生ゾーンに関すること。

　⑵　人と自然との共生ゾーン審議会に関すること。
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　⑶　農業振興地域整備計画その他の計画の調査及び調整に関すること。

　⑷　農地法（昭和２７年法律第２２９号）に基づく指定市の長が行う農地関係事務（農業委員会

　　事務局の所管に属するものを除く。）に関すること。

　⑸　農村地域の総合整備に関する調査，計画及び調整に関すること。

　⑹　集落営農事業の推進に関すること。

　⑺　農用地利用集積計画の作成，調整等に関すること。

　⑻　神戸市立農村環境改善センターに関すること。

　⑼　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に関

　　すること（農村地域の空家及び空家の跡地の活用に係るものに限る。）。

３　経済観光局農政計画課土地改良係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　ほ場整備事業に係る工事の計画，設計，監督及び検査に関すること。

　⑵　土地改良区の設立及び運営の指導に関すること。

　⑶　地籍調査（西区神出町及び岩岡町に係るものに限る。）に関すること。

　⑷　農業協同組合等又は土地改良法第３条に規定する資格を有する者の行う土地改良事業に

　　係る軽易な事項に関すること。

　⑸　農道及び林道の整備事業及び管理に関すること。

　⑹　農業用水利施設整備事業に関すること。

　⑺　ため池整備事業に関すること。

　⑻　農地・農業用施設の災害復旧工事に関すること。

　⑼　東播用水事業に関すること。

　⑽　森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の８の規定による伐採の届出，同法第１１条第５

　　項の規定による認定及び同法第４９条第１項の規定による許可に関すること。

　⑾　森林環境譲与税を活用した事業に関すること（他の所管に属するものを除く。）。

　⑿　森林の保護及び育成に関する連絡及び調整に関すること。

　⒀　漁港の土木工事に係る調査及び設計並びに工事の実施，監督及び検査に関すること。

　⒁　マリンピア神戸及び水産関連施設の土木工事に係る調査及び設計並びに工事の実施，監

　　督及び検査に関すること。

４　経済観光局農政計画課集落排水係は，農業集落排水事業に関することを分掌する。

　（経済観光局調整区域指導課）

第７８条　経済観光局調整区域指導課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　市街化調整区域内の開発行為等の許可，規制及び指導に関すること（開発行為に伴う宅

　　地造成については，建設局防災課の所管に属するものを除く。）。

　⑶　市街化調整区域内の開発行為に伴う宅地造成の検査に関すること（建設局防災課の所管

　　に属するものを除く。）。

　⑷　市街化調整区域内の建築確認に係る都市計画法（昭和４３年法律第１００号）への適合性の

　　審査に関すること。

　⑸　市街化調整区域内の優良宅地の認定に関すること。

　⑹　神戸市開発審査会に関すること。

　⑺　太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例（平成２９年兵庫県条例第１４号）の規
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　　定による届出の受理及び進達に関すること（市街化調整区域に係るものに限る。）。

　（経済観光局農水産課）

第７９条　経済観光局農水産課農産園芸係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　食都神戸の推進に関すること。

　⑶　園芸作物の生産の振興及び技術の普及に関すること。

　⑷　こうべ旬菜育成推進事業に関すること。

　⑸　農産物等の消費の拡大に関すること。

　⑹　農業体験交流事業に関すること。

　⑺　観光農業に関すること。

　⑻　農業構造の改善に関すること（農政計画課計画係の所管に属するものを除く。）。

　⑼　農業生産組織の育成に関すること。

　⑽　土づくり（有機質重点型農業をいう。）の推進に関すること。

　⑾　先端技術の導入及び普及に関すること。

　⑿　果実酒類等の調査，研究及び開発に関すること。

　⒀　神戸市立六甲山牧場及び神戸市立自然環境活用センター並びに神戸フルーツ・フラワー

　　パーク及び農業公園に関すること。

　⒁　一般財団法人神戸みのりの公社に関すること。

２　経済観光局農水産課水産漁港係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　水産資源の培養に関すること。

　⑵　漁港の管理及び整備計画に関すること。

　⑶　神戸市立海づり公園に関すること。

　⑷　栽培漁業センターに関すること。

　⑸　マリンピア神戸の管理に関すること。

　⑹　漁業構造改善事業に関すること。

　⑺　漁港海岸に係る海岸保全施設の管理に関すること。

　⑻　漁業の統計及び調査に関すること。

　⑼　神戸市立水産会館に関すること。

　⑽　神戸市立水産体験学習館に関すること。

　⑾　神戸フィッシャリーナに関すること。

　⑿　前各号に掲げるもののほか，沿岸域の漁業の振興に関すること。

　（経済観光局中央卸売市場運営本部経営課）

第８０条　経済観光局中央卸売市場運営本部経営課経営係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　本部及び課の庶務に関すること。

　⑵　本場，東部市場及び西部市場（以下この条において「本場等」という。）との連絡及び

　　調整に関すること。

　⑶　本場等の運営の企画に関すること。

　⑷　市場事業費及び食肉センター事業費の予算及び決算に関すること。

　⑸　本場等の経営の分析及び改善に関すること。

　⑹　本場等の再整備計画に関すること。
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　⑺　神戸市中央卸売市場業務運営協議会に関すること。

　⑻　本場等の調査統計及び流通の調査のとりまとめに関すること。

　⑼　卸売業者，仲卸売業者及び関連事業者（市長が定める食料品卸売業及び花き部（東部市

　　場に限る。）に関するものに限る。）の業務検査及び財務検査の事務管理に関すること。

　⑽　卸売市場法に基づく本場等の認定申請，届出及び報告のとりまとめに関すること。

　　　　第１２節　建設局

　（建設局総務課）

第８１条　建設局総務課総務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　局及び課の庶務並びに局内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　局の予算の経理に関すること。

　⑶　下水道事業に係る会計事務に関すること。

　⑷　局の職員の安全衛生に関すること。

　⑸　局の契約等に係る事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑹　神戸市建設局指定管理者選定評価委員会に関すること。

　⑺　建設事務所及び水環境センターとの連絡及び調整に関すること（他の課の所管に属する

　　ものを除く。）。

　（建設局事業用地課）

第８２条　建設局事業用地課事業係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　不動産の管理及び活用に関すること（他の課の所管に属するものを除く。）。

　⑶　不動産の処分に関すること（他の課の所管に属するものを除く。）。

２　建設局事業用地課用地係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　局の事務に係る不動産の取得及び処分に関すること（事業係の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑵　局の事務に係る不動産の取得に伴う損失補償に関すること。

　（建設局技術管理課）

第８３条　建設局技術管理課技術管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　技術管理に関する総括及び調整に関すること。

　⑶　土木技術に関する連絡，調査及び研究に関すること。

　⑷　土木工事の技術管理に係る調査，研究及び改善に関すること。

　⑸　建設事業外部評価委員会に関すること。

　⑹　公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号）の技術的事項に関する

　　こと（技術審査係の所管に属するものを除く。）。

２　建設局技術管理課技術審査係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　総合評価落札方式の対象となる契約のうちの技術的事項に関すること。

　⑵　設計図書の照査に係る指導及び改善に関すること。

　⑶　神戸市優良工事表彰制度に関すること。

　⑷　土木の測量設計に係る調査及び改善に関すること。

３　建設局技術管理課土木積算係は，次に掲げる事務を分掌する。
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　⑴　土木工事の積算に関する調査，研究及び改善に関すること。

　⑵　土木積算システムの管理，運営及び改善に関すること。

４　建設局技術管理課検査係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　工事の請負契約に係る検査の総括に関すること。

　⑵　工事の請負契約に係る検査（主管課の所属職員により行われる検査を除く。）に関する

　　こと。

　⑶　工事の請負契約に係る検査員の研修及び指導に関すること。

　⑷　工事の安全管理に関すること。

　⑸　工事検査情報システムの管理，運営及び改善に関すること。

　（建設局防災課）

第８４条　建設局防災課防災係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　防災課及び河川課の庶務並びに事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　防災の推進，水防計画の策定及び災害復旧の統括に関すること。

　⑶　局の防災及び災害復旧に関する国その他関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑷　局の所管する施設に起因する事故の処理の総括及び予防の対策に関すること。

　⑸　防災課及び河川課の所管の工事等の施行に関する事務手続に関すること。

２　建設局防災課宅地審査係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　開発行為に伴う宅地造成（市街化調整区域においては，宅地造成等規制法第２条の宅地

　　造成に該当するものに限る。）の審査（都市計画法第３３条第１項第７号に係るものに限 

　　る。）に関すること。

　⑵　宅地造成工事の許可（市街化調整区域内のもの及び土地区画整理事業に係るものに限 

　　る。）等及び国等との協議に関すること。

　⑶　開発行為に伴う宅地造成（第１号の審査に係るものに限る。）及び宅地造成工事（市街

　　化調整区域内のもの及び土地区画整理事業に係るものに限る。）等の検査に関すること。

　⑷　建築確認に係る宅地造成等規制法への適合性の審査に関すること。

　⑸　建設事務所の所管に属する宅地造成等規制法に係る事務の連絡及び調整に関すること。

　⑹　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に関

　　すること（建設事務所の所管に属する擁壁に係る連絡及び調整に限る。）。

　⑺　神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例の規定による審査（特定

　　施設の設置に伴う災害の発生の防止に関する事項に限る。）に関すること。

　⑻　既成宅地防災工事資金の融資及び貸付けの承認に関すること。

　⑼　神戸市宅地保全審議会に関すること。

　⑽　前各号に掲げるもののほか，宅地の保全に関すること。

３　建設局防災課治山砂防係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　砂防及び治山に関する調査，計画及び工事に関すること。

　⑵　前号に掲げる事務に係る国その他関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑶　舞子海岸の整備に関する事業の連絡及び調整に関すること。

　⑷　山麓水防地区の水防並びに舞子海岸整備区域の海岸防災に係る国の機関その他関係機関

　　との連絡及び調整に関すること。

　⑸　林地崩壊防止事業等の災害復旧の計画及び工事に関すること。
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　⑹　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７

　　号）の規定に基づく土砂災害警戒区域等の指定に係る意見の陳述及び関係機関との連絡に

　　関すること。

　⑺　砂防法（明治３０年法律第２９号）及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭

　　和４４年法律第５７号）の規定に基づく申請の受理に関すること。

　⑻　採石法（昭和２５年法律第２９１号）及び砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）の規定に基づ

　　く採取計画（河川砂利に係るものを除く。）の認可及び採取計画（河川砂利に係るものを

　　除く。）の認可に係る技術審査に関すること。

　⑼　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の規定に基づく区域の指定に係る意見の

　　陳述に関すること。

４　建設局防災課六甲保全係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　六甲山の森林整備に関する調査，計画の策定及び実施に関すること（公園部森林整備事

　　務所の所管に属するものを除く。）。

　⑵　前号に掲げる事務に関する国その他関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑶　自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）に関する国その他関係機関との連絡及び調整に関

　　すること。

　⑷　六甲山系グリーンベルト整備事業等に関する国その他関係機関との連絡及び調整に関す

　　ること。

　⑸　森林環境譲与税を活用した事業に関すること（他の所管に属するものを除く。）。

　⑹　公園部森林整備事務所との事業の調整に関すること。

　（建設局河川課）

第８５条　建設局河川課管理指導係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　河川事業に係る財産の管理の企画及び総括に関すること。

　⑵　準用河川の指定，変更及び廃止に関すること。

　⑶　準用河川に係る占用及び使用の許可に関すること。

　⑷　開発行為等に関連する河川に係る指導，調整及び検査に関すること。

　⑸　河川（一級河川及び二級河川を除く。）の用に供されている公有財産に係る立入り，境

　　界確定並びに占用及び使用の許可に関すること。

　⑹　砂利採取法の規定に基づく採取計画（河川砂利に係るものに限る。）の認可に係る技術

　　審査に関すること。

　⑺　河川に関する国及び兵庫県との連絡及び調整に関すること（防災課防災係の所管に属す

　　るものを除く。）。

２　建設局河川課計画調整係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　河川事業の計画及び調整に関すること。

　⑵　河川に係る災害復旧の計画及び調整並びに災害対策に関すること。

　⑶　都市基盤河川改修事業並びに準用河川及び普通河川の改修事業に係る連絡及び調整に関

　　すること。

　⑷　河川事業に係る土木積算基準に関すること。

　（建設局道路管理課）

第８６条　建設局道路管理課事務係は，次に掲げる事務を分掌する。
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　⑴　道路管理課，道路計画課，道路工務課及び駅前魅力創造課並びに湾岸・広域幹線道路本

　　部の庶務に関すること。

　⑵　「光のまち神戸」運動（街路灯の整備等により交通安全及び犯罪の防止を図る運動をい

　　う。）の推進に関すること。

　⑶　道路事業の啓発及び広報に関すること。

　⑷　道路管理課，道路計画課，道路工務課及び駅前魅力創造課並びに湾岸・広域幹線道路本

　　部の所管の工事等の施行に関する事務手続に関すること。

　⑸　神戸市道路公社の業務の指導及び監督その他地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）に

　　規定する事務の管理に関すること。

２　建設局道路管理課管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　道路の路線の認定，廃止及び変更に関すること。

　⑵　鉄道，軌道，索道，有料道路等に関する協議に関すること。

　⑶　土地区画整理事業，土地改良事業等に伴う道路及び溝 渠 の協議に関すること。
きょ

　⑷　道路運送法（昭和２６年法律第１８３号），土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）等の規定に

　　よる道路管理者の意見の陳述に関すること。

　⑸　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に関

　　すること（道路の通行に支障のある雑草及び立木に係る連絡及び調整に限る。）。

　⑹　前各号に掲げるもののほか，道路，溝渠及び堤 塘 の管理，調査及び調整に関すること。
とう

　⑺　私道の整備の助成に関する連絡及び調整に関すること。

３　建設局道路管理課境界調査係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　道路，溝渠及び堤塘との境界の協定及び承認に関すること。

　⑵　道路敷地の確認及び整理に関すること。

　⑶　道路，溝渠及び堤塘の不用敷地の処分に関すること。

４　建設局道路管理課道路台帳係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　道路台帳に関すること。

　⑵　道路，橋 梁 その他道路施設の統計に関すること。
りょう

　⑶　道路管理システムの入力に関すること。

　⑷　車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）に関すること。

　⑸　測量標及びその成果の管理に関すること。

５　建設局道路管理課占用係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　道路の占用及び溝渠の使用に関すること。

　⑵　神戸市屋外広告物条例（平成１２年１月条例第５０号）に関すること。

　⑶　神戸市屋外広告物審議会に関すること。

　⑷　道路の巡視に関する連絡及び調整に関すること。

　⑸　一般財団法人道路管理センターとの連絡及び調整に関すること。

　（建設局道路計画課）

第８７条　建設局道路計画課計画係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　道路及び街路に関する基本的な企画及び立案に関すること（都市局都市計画課計画係及

　　び都市局都心再整備本部都心再整備部都心三宮再整備課都心交通係の所管に属するものを

　　除く。）。
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　⑵　幹線道路（有料道路を含む。）の調査及び基本計画に関すること。

　⑶　道路事業及び街路事業の調査及び計画に関すること（都市局都市計画課計画係の所管に

　　属するものを除く。）。

　⑷　社会基盤の整備に関する調査及び研究並びに啓発及び広報に関すること。

　⑸　自転車利用環境に係る総合的な施策の推進及び調整に関すること。

　⑹　放置自転車対策に関する連絡及び調整に関すること。

　⑺　自動車駐車場の管理に関すること。

　⑻　神戸市建設局自転車等駐車場事業者選定委員会に関すること。

　⑼　前各号に掲げる事務に関する国の機関その他関係機関との連絡及び調整に関すること。

２　建設局道路計画課指導係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　開発行為等に伴う道路及び溝渠の指導，調整及び検査に関すること。

　⑵　開発行為等に伴う道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２４条に規定する承認に係る工事の

　　調整に関すること。

　（建設局道路工務課）

第８８条　建設局道路工務課補修係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　道路の維持及び補修に関すること。

　⑵　側溝及び溝渠の整備及び改良に関すること。

　⑶　街路灯の整備及び引継ぎに関すること。

　⑷　道路の美化に関すること。

　⑸　道路法第２４条に規定する承認に係る工事の調整に関すること（道路計画課指導係の所管

　　に属するものを除く。）。

　⑹　建設副産物の対策に関する連絡及び調整に関すること。

　⑺　土木工事に係る積算に関する連絡及び調整に関すること（舗装に関するものに限る。）。

　⑻　道路占用工事及び道路掘削工事に関する連絡，調整及び指導に関すること。

　⑼　他の局，部（本部を含む。），室，課及び係の所管に属しない土木工事の調整に関する

　　こと。

２　建設局道路工務課工務第１係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　国道，県道及び市道の新設及び改良に関すること。

　⑵　都市計画道路の整備に関すること（都市局及び港湾局の所管に属するものを除く。）。

　⑶　電線類の地中化及び共同溝の整備に関すること。

　⑷　道路の改良に関する技術の調査及び研究に関すること。

　⑸　土木工事に係る積算に関する連絡及び調整に関すること（道路の改良に関するものに限

　　る。）。

３　建設局道路工務課工務第２係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　橋梁の新設，維持及び補修に関すること。

　⑵　トンネルの維持及び補修に関すること。

　⑶　道路の防災に関すること。

　⑷　道路の舗装の新設に関すること。

　⑸　道路の災害復旧の計画及び調整に関すること。

　⑹　橋梁等重要構造物に関する技術の調査及び研究に関すること。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１５０２



１５０３

　⑺　土木工事に係る積算に関する連絡及び調整に関すること（橋梁に関するものに限る。）。

４　建設局道路工務課交通安全施設係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　交通安全施設（自転車駐車場及び道路の照明灯を除く。）に関する計画，調査及び整備

　　並びに連絡及び調整に関すること。

　⑵　自転車走行空間及び自転車駐車場に係る整備並びに大規模な維持及び補修に関すること。

　⑶　道路のユニバーサルデザインに関すること。

　⑷　道路の交通安全対策に関すること。

　⑸　道路案内標識及びサインの整備に関すること。

　⑹　道路の機能の改善に関すること。

　⑺　土木工事に係る積算に関する連絡及び調整に関すること（交通安全施設に関するものに

　　限る。）。

　（建設局駅前魅力創造課）

第８９条　建設局駅前魅力創造課は，駅前空間の整備に係る調査，計画及び設計並びに連絡及び

　調整に関すること（企画調整局及び都市局の所管に属するものを除く。）。を分掌する。

　（建設局湾岸・広域幹線道路本部推進課）

第９０条　建設局湾岸・広域幹線道路本部推進課広域幹線係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　国等が実施する広域幹線道路の整備の推進に関すること。

　⑵　前号に掲げる道路の関連事業及び関連施策の調査，計画及び調整に関すること。

　⑶　前２号に掲げる事務に関する国，関係機関及び地域住民等との連絡及び調整に関するこ

　　と。

　（建設局下水道部経営管理課）

第９１条　建設局下水道部経営管理課管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　部の庶務及び部内の各課の庶務並びに部内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　下水道事業の啓発及び広報に関すること。

　⑶　部の物品の調達及び処分に関すること。

　⑷　下水道事業の経営に関する重要事項の調査及び研究に関すること。

　⑸　下水道事業に係る財政計画及び資金計画に関すること。

　⑹　神戸市下水道事業基金に関すること。

　⑺　神戸市上下水道事業審議会（建設局の所管に属するものに限る。）に関すること。

　⑻　下水道事業に係る水環境センターとの連絡及び調整に関すること（業務係及び他の課の

　　所管に属するものを除く。）。

　⑼　下水道事業の業務改革に関すること。

　⑽　下水処理場（スラッジセンターを含む。以下同じ。）及びポンプ場（以下「下水処理場

　　等」という。）に係る財産の管理に関する技術的事項に関すること。

　⑾　公共下水施設（岩岡ポンプ場（夜間の緊急対応のみ），マンホールポンプ施設，住吉公

　　園雨水貯留施設，衝原汚水幹線流量計設備及び寺池川親水路ポンプに限る。）の維持及び

　　管理に関すること。

２　建設局下水道部経営管理課業務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　排除汚水量の調査及び認定に関すること。

　⑵　下水道使用料に関すること。
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　⑶　排水設備に係る貸付けに関すること。

　⑷　下水道事業に係る財産の管理の企画及び総括に関すること（管理係及び他の課の所管に

　　属するものを除く。）。

　⑸　部の所管の工事等の施行に関する事務手続に関すること。

　⑹　下水道事業に係る公舎の維持及び管理に関すること。

　⑺　下水道使用料その他の収入に係る水環境センター又は水道局との連絡及び調整に関する

　　こと。

　（建設局下水道部計画課）

第９２条　建設局下水道部計画課計画係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　下水道事業の計画及び調整に関すること。

　⑵　下水道事業に係る都市計画並びに都市計画事業の決定及び認可の申請に関すること。

　⑶　水インフラ整備（上下水道施設の整備をいう。）に関する国際貢献事業に関すること 

　　（水道局の所管に属するものを除く。）。

　⑷　前３号に掲げる事務に係る国の機関その他関係機関との連絡及び調査に関すること。

　⑸　下水道事業における新たな技術の研究，開発及び調整に関すること。

　⑹　下水道資源の有効利用に関すること。

２　建設局下水道部計画課指導係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　開発行為等に関連する下水道に係る指導，調整及び検査に関すること。

　⑵　前号に掲げるもののほか，下水道事業に関する指導に関すること。

　⑶　水リサイクル事業の運営に関すること。

３　建設局下水道部計画課事業場排水指導係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　下水道事業に係る処理区域内の工場又は事業場が排出する汚水の水質に係る指導に関す

　　ること。

　⑵　下水道法（昭和３３年法律第７９号）に基づく特定施設に係る届出等及び神戸市下水道条例

　　（昭和５０年１０月条例第４０号）に基づく除害施設に係る届出に関すること。

　⑶　下水道事業に係る処理区域内の工場排水及び事業場排水の水質の認定に関すること。

４　建設局下水道部計画課水質計画係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　下水道事業に係る水質管理計画に関すること。

　⑵　下水道事業に係る水質検査その他各種試験に関すること。

　⑶　水質管理に関する水環境センターとの連絡及び調整に関すること。

　（建設局下水道部管路課）

第９３条　建設局下水道部管路課管路係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　下水道台帳に関すること。

　⑵　汚水管 渠 ，雨水管渠及び合流管渠（以下「下水管渠等」という。）の改築及び更新等に
きょ

　　係る調査及び企画に関すること。

　⑶　下水管渠等に係る財産の管理に関する技術的事項に関すること。

　⑷　下水道の利用及び下水管渠等の維持及び管理に関する水環境センターとの連絡及び調整

　　に関すること。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，下水管渠等の管理に関すること。

２　建設局下水道部管路課設計係は，次に掲げる事務を分掌する。
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　⑴　汚水管渠の調査，設計及び検査に関すること（水環境センターの所管に属するものを除

　　く。）。

　⑵　汚水管渠の工事に関する水環境センターとの連絡及び調整に関すること。

　⑶　下水道事業に係る土木積算基準に関すること。

　⑷　汚水管渠の災害対策に関すること。

３　建設局下水道部管路課雨水係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　雨水管渠及び合流管渠（以下「雨水管渠等」という。）の調査，設計及び検査に関する

　　こと（水環境センターの所管に属するものを除く。）。

　⑵　雨水管渠等の工事に関する水環境センターとの連絡及び調整に関すること。

　⑶　雨水管渠等の災害対策に関すること。

４　建設局下水道部管路課排水設備係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　排水設備計画の受付，審査及び現地確認に関すること。

　⑵　排水設備に係る指定工事者及び責任技術者の指定並びに指導等に関すること。

　⑶　前２号に掲げるもののほか，排水設備に関すること（経営管理課業務係の所管に属する

　　ものを除く。）。

　⑷　接続 桝 及び取付管の改善に関すること。
ます

　（建設局下水道部施設課）

第９４条　建設局下水道部施設課施設係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　下水処理場等の機械設備及び電気設備に関する改築及び更新等に係る調査及び企画に関

　　すること。

　⑵　下水処理場等の保守，修繕及び運転管理の調査の総括に関すること。

　⑶　下水処理場等の保守，修繕及び運転管理に関する水環境センターとの連絡及び調整に関

　　すること。

　⑷　プラント設備技術に関する連絡及び調整に関すること。

　⑸　神戸市降雨情報システム及び施設・設備情報システムの運用に関すること。

２　建設局下水道部施設課設計係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　下水処理場等の改築及び更新等に係る調査及び企画に関すること（施設係の所管に属す

　　るものを除く。）。

　⑵　下水処理場等の土木工事の調査，設計及び検査に関すること（水環境センターの所管に

　　属するものを除く。）。

　⑶　下水処理場等の土木工事に関する水環境センターとの連絡及び調整に関すること。

　⑷　下水処理場等の土木施設の災害対策に関すること。

３　建設局下水道部施設課設備係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　下水処理場等の特定の機械設備工事及び電気設備工事の調査，設計，施行（機器の製作

　　に限る。）及び検査に関すること。

　⑵　下水処理場等の機械設備工事及び電気設備工事に関する水環境センターとの連絡及び調

　　整に関すること。

　⑶　下水道事業に係る設備工事積算基準に関すること。

　⑷　下水処理場等の機械設備及び電気設備の災害対策に関すること。

　（建設局公園部管理課）

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号



第９５条　建設局公園部管理課事務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　部及び部内の各課の庶務並びに部内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　森林整備事務所及び王子動物園との連絡及び調整に関すること。

　⑶　公益財団法人神戸市公園緑化協会に関すること。

２　建設局公園部管理課管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　公園緑地に係る不動産の管理に関すること。

　⑵　都市公園及び有料公園施設の使用の許可に関すること（文化スポーツ局スポーツ企画課，

　　森林整備事務所，王子動物園及び建設事務所の所管に属するものを除く。）。

　⑶　公園施設の設置，管理及び占用の許可（文化スポーツ局スポーツ企画課，森林整備事務

　　所，王子動物園及び建設事務所の所管に属するものを除く。）に関すること。

　⑷　神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例に関すること（海浜公園における過料

　　の処分に係る事務に限る。）。

　⑸　開発行為等をした者等からの公園及び緑地の管理の引継ぎに関すること。

　⑹　公園台帳に関すること。

３　建設局公園部管理課利活用係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　花時計，東遊園地及び神戸震災復興記念公園等の維持及び管理並びに移動街路樹の育成

　　及び管理に関すること。

　⑵　公園緑地の利用及び活用の推進に関すること。

　⑶　摩耶ケーブル及び摩耶ロープウェーの支援に関すること。

　⑷　市民公園に関する連絡及び調整に関すること。

　⑸　市民との協働による公園緑地の管理に係る連絡及び調整に関すること。

　⑹　市民との協働による花壇及び飾花等の助成並びに連絡及び調整に関すること。

　⑺　都市の緑化の推進及び市民の意識の啓発に関すること（計画課計画係の所管に属するも

　　のを除く。）。

　⑻　都市公園及び有料公園施設の運営に関すること（森林整備事務所及び王子動物園の所管

　　に属するものを除く。）。

　（建設局公園部計画課）

第９６条　建設局公園部計画課計画係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　公園緑地に関する計画及び調査に関すること。

　⑵　前号に掲げる事務に関する国その他関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑶　神戸市公園緑地審議会に関すること。

　⑷　開発行為等に伴う公園及び緑化の指導，調整及び検査に関すること。

　⑸　神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例（平成２４年３月条例第４５号）に規

　　定する建築物等の緑化の推進に関すること（建築住宅局建築指導部建築安全課の所管に属

　　するものを除く。）。

　⑹　都市の緑化の推進及び市民の意識の啓発に関すること（県民まちなみ緑化事業等に限 

　　る。）。

２　建設局公園部計画課自然環境係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　自然環境の保全のための調査，調整，啓発及び指導に関すること。

　⑵　神戸市市民公園条例（昭和５１年４月条例第１６号）の規定に基づく緑の保全に関すること
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　　及びその保全に係る緑地の活用に関すること。

　⑶　近畿圏の保全区域の整備に関する法律（昭和４２年法律第１０３号）及び都市緑地法（昭和

　　４８年法律第７２号）の規定に基づく緑地の保全に関すること。

　⑷　風致地区内における建築等の規制に関する条例（昭和４５年４月条例第３２号）に関するこ

　　と。

　⑸　緑地の保全，育成及び市民利用に関する条例（平成３年４月条例第２号）に関すること。

　（建設局公園部整備課）

第９７条　建設局公園部整備課維持補修係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　公園緑地の維持，管理及び補修に関すること。

　⑵　街路樹及び緑地帯の維持及び管理に関すること。

　⑶　公園施設の安全確保の推進に関すること。

　⑷　公園緑地の美化に関すること。

　⑸　花壇及び飾花等の維持及び管理に関すること（管理課利活用係の所管に属するものを除

　　く。）。

　⑹　街路の緑化に関する計画，調査，調整及び特定の工事の設計に関すること。

　⑺　課の所管の工事等の施行に関する事務手続に関すること。

２　建設局公園部整備課設計係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　公園緑地の新設工事，改良工事及び受託工事の調査，設計及び施行に関すること（建設

　　事務所の所管に属するものを除く。）。

　⑵　国営明石海峡公園に関する施設の整備に係る連絡及び調整に関すること。

　⑶　前２号に掲げる事務に関する国の機関その他関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑷　舞子海岸の整備に関する造成地の処分計画及び企業誘致に関すること。

　⑸　土木積算に関する連絡及び調整（公園緑地に関するものに限る。）に関すること。

　⑹　造園技術に関する調査，連絡及び調整に関すること。

　⑺　公園の災害復旧の計画及び調整に関すること。

　⑻　有料公園施設等の保全及び特定の改良に関する調整に関すること。

　　　　第１３節　都市局

　（都市局総務課）

第９８条　都市局総務課総務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　局及び課の庶務並びに局内の事務の連絡，調整及び改善（都心再整備本部都心再整備部

　　都心三宮再整備課調整係の所管に属するものを除く。）に関すること。

　⑵　局職員の安全衛生に関すること。

　⑶　都市計画事業に伴う建築資金の融資に関すること。

　⑷　一般財団法人神戸すまいまちづくり公社の業務の指導及び監督に関すること。

　⑸　神戸市都市局指定管理者選定評価委員会に関すること。

　⑹　局の予算の経理に関すること。

　⑺　神戸市まちづくり等基金に関すること。

　⑻　新都市整備事業の経営に関する重要事項の調査及び企画に関すること。

　（都市局都市計画課）

第９９条　都市局都市計画課調査係は，次に掲げる事務を分掌する。
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　⑴　課，指導課，公共交通課，景観政策課，まち再生推進課及び空家空地活用課の庶務，事

　　務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　都市計画に関する調査並びに基本的な企画及び立案に関すること。

　⑶　都市計画の決定及び都市計画事業の認可に関すること。

　⑷　都市計画決定に伴う公聴会，説明会その他都市計画の住民参加に関すること。

　⑸　神戸市都市計画審議会に関すること。

　⑹　都市計画の啓発及び広報に関すること。

　⑺　都市計画決定に係る環境影響評価の実施関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑻　都市計画法及び都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）の規定に基づく提案に係る

　　受付に関すること。

２　都市局都市計画課土地利用係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　都市計画区域の整備，開発及び保全の方針に関すること。

　⑵　都市計画法に規定する区域区分に関すること。

　⑶　都市計画法に規定する地域地区に関すること。

　⑷　都市計画法に規定する地区計画等に関すること。

　⑸　都市計画の基礎調査に関すること。

　⑹　市街地の開発及び再開発の調査及び基本計画に関すること。

　⑺　都市再開発方針，住宅市街地の開発整備方針及び防災街区整備方針に関すること。

　⑻　前各号に掲げるもののほか，都市計画法に係る土地の利用に関すること。

３　都市局都市計画課施設係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　都市施設（建設局の所管に属するものを除く。）の調査及び基本計画に関すること。

　⑵　エリアマネジメント等に関する調査及び研究に関すること。

　⑶　前２号に掲げる事務に関する国その他関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑷　神戸地下街株式会社に関すること。

４　都市局都市計画課計画係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　コンパクトなまちづくり等に関する調査及び基本計画に関すること。

　⑵　神戸市都市空間向上計画（立地適正化計画）に関すること（届出の受付に関することを

　　除く。）。

　⑶　市町村の都市計画に関する基本的な方針（都市計画マスタープラン）に関すること。

　⑷　前各号に掲げる事務に関する国その他関係機関との連絡及び調整に関すること。

５　都市局都市計画課事業調整係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　コンパクトなまちづくり等に関する事業の調整に関すること。

　⑵　計画的開発団地の調査及び基本計画その他のまちづくりに関する調査及び基本計画に関

　　すること。

　⑶　計画的開発団地のリノベーションの推進及び調整に関すること。

　⑷　低炭素都市づくり計画に関する調査及び基本計画に関すること。

　⑸　前各号に掲げる事務に関する国その他関係機関との連絡及び調整に関すること。

　（都市局指導課）

第１００条　都市局指導課事務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。
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　⑵　市街化区域の開発行為の許可等及び国等との協議に関すること。

　⑶　市街化区域の優良宅地の認定に関すること。

　⑷　開発登録簿に関すること。

２　都市局指導課指導第１係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　都市計画決定事項の照会，案内，指導及び啓発に関すること。

　⑵　関係法令による建築行為許可申請書等の受付に関すること。

　⑶　都市計画法の規定による建築行為等の許可及び指導に関すること。

　⑷　大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和５０年法律第

　　６７号）の規定による建築行為等の受付に関すること。

　⑸　国土利用計画法の規定に基づく土地利用目的の審査に関すること。

　⑹　都市計画の変更に関連する開発計画に関する指導及び調整に関すること。

　⑺　都市計画総括図及び都市計画基本地図の作成に関すること。

　⑻　都市再生整備計画事業の調整に関すること。

　⑼　地区計画に係る行為の届出の審査及び指導に関すること（他の課の所管に属するものを

　　除く。）。

　⑽　都市再生に関する指導及び調整に関すること。

　⑾　太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例の規定による届出の受理及び進達に

　　関すること（市街化区域に係るものに限る。）。

３　都市局指導課指導第２係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　市街化区域の開発行為等の規制及び指導に関すること。

　⑵　建築確認及び計画通知に係る都市計画法及び宅地造成等規制法への適合性の審査に関す

　　ること。

　⑶　神戸市大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例（平成１８年３月条例第

　　５４号）の規定に基づく届出の受付，指導及び調整に関すること。

　⑷　都市空間向上計画（立地適正化計画）に基づく届出の受付に関すること。

　（都市局公共交通課）

第１０１条　都市局公共交通課公共交通係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　都市交通体系の調査及び基本計画に関すること（交通企画係及び都心再整備本部都心再

　　整備部都心三宮再整備課の所管に属するものを除く。）。

　⑶　公共交通体系の整備に係る総合調整に関すること（交通企画係，鉄道支援係及びバス支

　　援係の所管に属するものを除く。）。

　⑷　神戸新交通株式会社に関すること（交通企画係の所管に属するものを除く。）。

　⑸　神戸高速鉄道株式会社に関すること。

２　都市局公共交通課交通企画係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　都市交通体系の調査及び計画・設計に関すること（公共交通係及び都心再整備本部都心

　　三宮再整備部都心三宮再整備課の所管に属するものを除く。）。

　⑵　鉄道，軌道等の調査及び計画に関すること（鉄道支援係の所管に属するものを除く。）。

　⑶　公共交通体系の整備に係る総合調整に関すること（新たな交通手段の導入に係るものに

　　限る。）。
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　⑷　新たな交通手段の導入に関すること。

３　都市局公共交通課鉄道支援係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　鉄道，軌道等の調査及び基本計画に関すること（交通企画係の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑵　公共交通体系の整備に係る総合調整に関すること（鉄道支援に係るものに限る。）。

４　都市局公共交通課バス支援係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　公共交通体系の整備に係る総合調整に関すること（バス支援に係るものに限る。）。

　⑵　神戸市地域公共交通会議に関すること。

　⑶　神戸市公共交通空白地有償運送運営協議会に関すること。

　（都市局景観政策課）

第１０２条　都市局景観政策課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　都市景観に関する調査及び研究に関すること。

　⑶　神戸市都市景観条例（昭和５３年１０月条例第５９号）に関すること。

　⑷　都市景観審議会に関すること。

　⑸　地域における景観形成の啓発及び推進に関すること。

　⑹　都市景観整備事業の調整に関すること。

　⑺　都心・ウォーターフロントの景観形成に関する計画及び調整に関すること（企画調整局

　　未来都市政策課の所管に属するものを除く。）。

　⑻　ハーバーランド地区に係る事業の調整に関すること。

　⑼　神戸ハーバーランド株式会社に関すること。

　⑽　こうべ・だれでもトイレに関すること。　

　⑾　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に関

　　すること（景観を阻害する建築物等に係るものに限る。）。

　（都市局まち再生推進課）

第１０３条　都市局まち再生推進課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　協働と参画のまちづくりの推進に関すること。

　⑶　地域におけるまちづくりの啓発，支援及び育成に関すること。

　⑷　神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例（昭和５６年１２月条例第３５号）に関す

　　ること。

　⑸　まちづくり事業の推進に関する区役所との連絡及び調整に関すること。

　⑹　神戸市立こうべまちづくり会館に関すること。

　⑺　地域におけるまちづくりに関する調査及び計画に関すること。

　⑻　国道４３号環境防災緑地に関する関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑼　密集市街地の再生に関する調査，計画及び調整に関すること。

　⑽　住宅市街地総合整備事業の計画，調整及び実施に関すること。

　⑾　街なみ環境整備事業の計画，調整及び実施に関すること。

　⑿　こうべまちづくり学校に関すること。

　⒀　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に関
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　　すること（密集市街地再生事業に係るものに限る。）。

　（都市局空家空地活用課）

第１０４条　都市局空家空地活用課空家空地活用係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　空家及び空地の活用の推進に関すること。

　⑶　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に関

　　すること（空家及び空地の活用の促進に係るものに限る。）。

　（都市局都心再整備本部都心再整備部都心三宮再整備課）

第１０５条　都市局都心再整備本部都心再整備部都心三宮再整備課調整係は，次に掲げる事務を

　分掌する。

　⑴　本部，部及び課の庶務並びに本部内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　都心三宮の再整備に係る国その他関係機関及び周辺住民との連絡及び調整に関すること。

２　都市局都心再整備本部都心再整備部都心三宮再整備課用地・調査係は，次に掲げる事務を

　分掌する。

　⑴　都心三宮の再整備に係る調査・検討及びプロモーションに関すること。

　⑵　都心三宮の再整備に係る不動産の調査，連絡及び調整に関すること（他の課の所管に属

　　するものを除く。次号において同じ。）。

　⑶　都心三宮の再整備に係る不動産の取得及び処分並びに取得に伴う損失補償及び管理に関

　　すること。

３　都市局都心再整備本部都心再整備部都心三宮再整備課都心企画係は，次に掲げる事務を分

　掌する。

　⑴　都心三宮の再整備に係る企画，計画及び調整に関すること。

　⑵　他の係の所管に属さない都心三宮の再整備に関すること。

４　都市局都心再整備本部都心再整備部都心三宮再整備課三宮再整備係は，次に掲げる事務を

　分掌する。

　⑴　三宮周辺地区の再整備（事業推進係の所管に属するものを除く。）に係る調査，計画及

　　び調整に関すること。

　⑵　えき≈ まち空間（三宮周辺地区の駅及びバス乗降場とまちとをつなぐ空間をいう。）の

　　整備に係る調査，計画及び調整に関すること。

５　都市局都心再整備本部都心再整備部都心三宮再整備課都心交通係は，次に掲げる事務を分

　掌する。

　⑴　都心交通体系の再構築に係る調査，計画，調整及び実施（公共交通課及び建設局道路計

　　画課の所管に属するものを除く。）に関すること。

　⑵　都心三宮の再整備に係るバス事業における調査，計画及びバス事業者等との調整に関す

　　ること。

６　都市局都心再整備本部都心再整備部都心三宮再整備課事業推進係は，次に掲げる事務を分

　掌する。

　⑴　三宮周辺地区における再整備（民間事業に係るものに限る。）に係る調査，計画及び調

　　整に関すること。

　⑵　新バスターミナル整備に係る調査，計画及び調整に関すること。
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　⑶　三宮周辺地区における民間活力の導入と促進に係る調査，企画及び検討に関すること。

　⑷　雲井通５丁目再開発株式会社に関すること。

７　都市局都心再整備本部都心再整備部都心三宮再整備課２号館再整備係は，本庁舎２号館再

　整備に係る調査，計画，調整及び実施に関することを分掌する。

　（都市局市街地整備部市街地整備課）

第１０６条　都市局市街地整備部市街地整備課管理係は，次に掲げる事務（都市整備課の所管に

　属するものを除く。）を分掌する。

　⑴　部及び課の庶務並びに部内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　土地区画整理事業及び再開発事業等の啓発及び広報に関すること。

　⑶　土地区画整理事業及び住宅市街地総合整備事業に伴う補償金及び直接施行の審査に関す

　　ること。

　⑷　土地区画整理事業に関連する不動産の取得に伴う損失補償に関すること。

　⑸　土地区画整理事業等に係る審査請求その他の不服申立て及び訴訟に関すること。

　⑹　土地区画整理法（昭和２２年法律第１１９号）及び大都市地域における住宅及び住宅地の供

　　給の促進に関する特別措置法の規定による認可及び監督の手続に関すること（個人，土地

　　区画整理組合，区画整理会社及び住宅街区整備組合の施行に係るものに限る。）。

　⑺　再開発事業に伴う補償金の審査に関すること。

　⑻　都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）の規定による認可及び監督に関すること（個人施

　　行者，市街地再開発組合及び再開発会社の施行に係るものに限る。）。

　⑼　課の所管の工事等の施行に関する事務手続に関すること。

２　都市局市街地整備部市街地整備課区画整理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　土地区画整理事業及び住宅街区整備事業の調査，計画及び調整に関すること。

　⑵　土地区画整理事業の進行管理の総括に関すること。

　⑶　個人施行に係る土地区画整理事業及び住宅街区整備事業の指導に関すること。

　⑷　土地区画整理組合，区画整理会社及び住宅街区整備組合の指導及び育成に関すること。

　⑸　独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理事業及び住宅街区整備事業の指導及

　　び補助事業の進行管理に関すること。

　⑹　土地区画整理法の規定による建築行為等の許可及び指導（個人，土地区画整理組合，区

　　画整理会社及び独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理事業に係るものに限 

　　る。）に関すること。

　⑺　大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の規定による建築

　　行為等の許可（指導課の所管に属するものを除く。）に関すること。

３　都市局市街地整備部市街地整備課再開発係は，次に掲げる事務（都市整備課の所管に属す

　るものを除く。）を分掌する。

　⑴　再開発事業の調査，計画及び調整に関すること。

　⑵　再開発事業の施行に伴う事業計画の調整に関すること。

　⑶　都市再開発法の規定による建築行為等の許可に関すること。

　⑷　再開発事業に伴う建築物等の設計，工事の施行及び検査に関すること。

　⑸　再開発事業に伴う建築施設の保全工事に関すること。

　⑹　民間再開発事業の推進に関する企画及び調整に関すること。
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　⑺　民間再開発事業に関する調査及び計画に関すること。

　⑻　組合等市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業に関する指導及び調整に関すること。

　⑼　組合等市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業に関する補助，検査及び審査に関す

　　ること。

　⑽　特定民間再開発事業等の事業認定に関すること。

４　都市局市街地整備部市街地整備課推進係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　都心のにぎわいづくりに関すること。

　⑵　再開発事業に伴う建築施設等の管理及び処分並びに使用料等の徴収に関すること。

　⑶　再開発事業に伴う経営計画並びに保留床の処分に係る企業等の誘致及び調整に関するこ

　　と。

　⑷　再開発事業等に伴い取得した用地等の管理に関すること。

　⑸　再開発事業に伴う清算金の徴収及び交付に関すること。

　⑹　ハーバーランド地区の地下街等の管理に関すること。

　⑺　都市開発資金に関すること。

　⑻　株式会社神戸サンセンタープラザに関すること。

　（都市局市街地整備部業務課）

第１０７条　都市局市街地整備部業務課経営管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　事業用地の活用施策の企画及び調整に関すること。

　⑶　事業用地（他の課及び清算係の所管に属するものを除く。）の取得及び管理に関するこ

　　と。

　⑷　事業用地の処分並びに売却に係る企画及び促進に関すること。

２　都市局市街地整備部業務課清算係は，部内の他の課又は係の所管に属しない区域に係る次

　に掲げる事務を分掌する。

　⑴　土地区画整備事業に係る清算金の徴収及び交付（他の課の所管に属するものを除く。）

　　に関すること。

　⑵　土地区画整理事業に係る清算金の滞納処分（他の課の所管に属するものを除く。）に関

　　すること。

　⑶　土地区画整理事業に係る換地処分後の事業用地等（他の課及び経営管理係の所管に属す

　　るものを除く。）に係る調整及び紛争に関すること。

　⑷　事業用地（他の課及び経営管理係の所管に属するものを除く。）の取得，管理及び処分

　　に関すること。

　⑸　土地区画整理事業に伴う建築物等の移転及び除却並びにこれらに伴う損失補償に関する

　　こと（他の課の所管に属するものを除く。）。

　⑹　土地区画整理事業に係る市有建築物の管理及び処分に関すること。

　（都市局市街地整備部都市整備課）

第１０８条　都市局市街地整備部都市整備課事業推進係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　都市計画事業（他の課の所管に属するものを除く。次号において同じ。）及び住宅市街

　　地総合整備事業（他の課の所管に属するものを除く。次号において同じ。）の用地の取得，
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　　管理及び処分に関すること。

　⑶　都市計画事業及び住宅市街地総合整備事業に関連する不動産の取得及びこれに伴う損失

　　補償に関すること。

　⑷　再開発事業（鈴蘭台駅前地区及び新長田駅南地区に係るものに限る。以下この項におい

　　て同じ。）の啓発及び広報に関すること。

　⑸　再開発事業に伴う建築物等の移転及び除却並びにこれらに伴う損失補償に関すること。

　⑹　再開発事業に伴う管理処分計画に係る関係者の権利の調整，協議等に関すること。

　⑺　再開発事業に伴う建築施設の処分に関すること（市街地整備課の所管に属するものを除

　　く。）。

　⑻　市街地再開発審査会に関すること。

　⑼　再開発事業に伴う登記に関すること。

　⑽　課の所管の建築物の管理及び処分に関すること。

　⑾　課の所管の工事等の施行に関する事務手続に関すること。

２　都市局市街地整備部都市整備課鈴蘭台駅前整備係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　鈴蘭台駅前地区再開発事業に伴う建築施設の設計，施行及び検査に関すること。

　⑵　鈴蘭台駅前地区再開発事業に伴う建築物等の取得，管理処分計画に関する建築物等の調

　　査及び評価並びに移転，除却等に伴う損失補償の調査及び算定に関すること。

　⑶　鈴蘭台駅前地区再開発事業に伴う建築施設の利用計画に関すること。

　⑷　鈴蘭台駅前地区再開発事業に係る管理処分計画に関する配置設計に関すること。

　⑸　鈴蘭台駅前地区再開発事業に係る事業計画及び管理処分計画の認可手続に関すること。

　⑹　特定建築者制度に関すること（鈴蘭台駅前地区に係るものに限る。）。

　⑺　鈴蘭台駅前地区再開発事業の実施に伴う調査，計画及び調整に関すること。

　⑻　都市再開発法の規定による建築行為等の許可に関すること（鈴蘭台駅前地区に係るもの

　　に限る。）。

　⑼　鈴蘭台幹線及び周辺地域のまちづくりに関する調査，計画及び調整に関すること。

　⑽　土地区画整理事業及び住宅市街地総合整備事業に伴う建築物等の移転及び除却等に伴う

　　損失補償の調査及び算定に関すること。

３　都市局市街地整備部都市整備課新長田南再開発係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　新長田駅南地区再開発事業に伴う建築施設の設計，施行及び検査に関すること。

　⑵　新長田駅南地区再開発事業に伴う建築物等の取得，管理処分計画に関する建築物等の調

　　査及び評価並びに移転，除却等に伴う損失補償の調査及び算定に関すること。

　⑶　新長田駅南地区再開発事業に伴う建築施設の利用計画に関すること。

　⑷　新長田駅南地区再開発事業に係る管理処分計画に関する配置設計に関すること。

　⑸　新長田駅南地区再開発事業に係る事業計画及び管理処分計画の認可手続に関すること。

　⑹　特定建築者制度に関すること（新長田駅南地区に係るものに限る。）。

　⑺　都市再開発法の規定による建築行為等の許可に関すること（新長田駅南地区に係るもの

　　に限る。）。

４　都市局市街地整備部都市整備課工務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　再開発事業に伴う街路の調査，工事の計画，設計，検査及び移管の協議に関すること 

　　（事業推進係の所管に属するものを除く。）。
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　⑵　土地区画整理事業及び沿道整備街路事業に伴う街路等の調査，工事の計画，設計及び検

　　査に関すること。

　⑶　土地区画整理事業に係る換地処分後の権利者との土木技術に関する調整及び紛争に関す

　　ること。

　⑷　土地区画整理事業に係る工事の調査及び調整並びに公共施設の管理及び引継ぎに関する

　　こと。

　⑸　土地区画整理事業に係る測量に関すること。

　⑹　沿道整備街路事業に伴う換地計画，換地設計，仮換地の指定及び換地処分に関すること。

　⑺　鉄道交差に関する事業の実施に伴う調整，調査，工事の計画，設計，検査及び管理の移

　　管に関すること（都市計画課及び公共交通課の所管に属するものを除く。）。

　⑻　土木工事に係る積算に関する連絡及び調整に関すること。

　⑼　土木技術に関する調査（他の課の所管に属するものを除く。），局内の連絡及び調整に

　　関すること。

　⑽　移管完了までの再開発事業，土地区画整理事業に伴う街路等の管理に関すること（他の

　　課の所管に属するものを除く。）。

　⑾　前各号に掲げるもののほか，土木工事の設計，検査及び監督に関すること（建設局及び

　　建築住宅局技術管理課の所管に属するものを除く。）。

　（都市局新都市事業部事業管理課）

第１０９条　都市局新都市事業部事業管理課管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　部及び課並びに内陸・臨海計画課の庶務並びに部内の事務の連絡，調整及び改善に関す

　　ること。

　⑵　造成地（新都市整備事業に係るものに限る。以下この項において同じ。）及びその他の

　　不動産（新都市整備事業に係る不動産に限る。）の管理の総括並びに連絡及び調整に関す

　　ること。

　⑶　造成地の一時使用に係る貸付けの総括並びに連絡及び調整に関すること。

　⑷　造成地の構築物及び行為の規制に関すること。

　⑸　公共施設用地等（新都市整備事業に係るものに限る。以下同じ。）の移管事務に関する

　　こと。

　⑹　造成地の売買契約に基づく履行の確認，指導その他手続に関すること。

　⑺　造成地の賃貸借契約等（一時使用に係るものを除く。）に基づく賃料の調定，履行の確

　　認，指導その他手続に関すること。

　⑻　造成地における地域コミュニティの支援並びに関係部局との連絡及び調整に関すること。

　⑼　ポートアイランド市民広場その他の新都市整備事業に係るコミュニティ施設及び公共施

　　設の管理及び運営並びにそれらの施設の設置者との連絡及び調整に関すること。

　⑽　株式会社ＯＭこうべに関すること。

２　都市局新都市事業部事業管理課推進係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　造成地（新都市整備事業に係る住宅団地及び旧埋立地に限る。以下この項において同 

　　じ。）の処分の企画及び調査に関すること。

　⑵　造成地の処分及びこれに伴う登記事務に関すること。

　⑶　新都市整備事業に係る不動産の取得等の総括並びに連絡及び調整に関すること。
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　⑷　新都市整備事業に係る不動産の取得及び処分並びに取得に伴う損失補償及び管理に関す

　　ること。

　⑸　新都市整備事業に係る登記の事務に関すること。

　（都市局新都市事業部企業誘致課）

第１１０条　都市局新都市事業部企業誘致課誘致係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　造成地（事業管理課の所管に属するものを除き，新都市整備事業に係るものに限る。以

　　下この項において同じ。）の処分の企画及び調査に関すること。

　⑶　造成地への企業の誘致に関すること。

　⑷　造成地の処分及びこれに伴う登記事務に関すること。

２　前項第２号から第４号までに規定する事務のうち，神戸空港島に関することについては，

　港湾局空港調整課の総合調整により同課と共同して行う。

　（都市局新都市事業部内陸・臨海計画課）

第１１１条　都市局新都市事業部内陸・臨海計画課事業推進第１係，事業推進第２係，事業推進

　第３係及び事業推進第４係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　新都市整備事業の基本計画及び重要事項の企画・調査に関すること。

　⑵　新都市整備事業及びこれに関連する事業に係る基本設計並びに関係機関との連絡及び協

　　議に関すること。

　⑶　新都市整備事業に係る計画決定及び事業認可の諸手続に関すること。

　⑷　公有水面の埋立てに係る諸手続に関すること。

２　前項各号に規定する事務のうち，神戸空港島に関することについては，港湾局空港調整課

　の総合調整により港湾局港湾計画課と共同して行う。

３　都市局新都市事業部内陸・臨海計画課事業推進第１係，事業推進第２係，事業推進第３係

　及び事業推進第４係の係ごとの分掌事務は，都市局長が定める。

　（都市局新都市事業部工務課）

第１１２条　都市局新都市事業部工務課臨海工務係及び内陸工務係は，次に掲げる事務を分掌す

　る。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　課の所管の工事等の施行手続に関すること。

　⑶　部の所管の工事の検査の調整に関すること。

　⑷　一般土砂の有料受入れの事務に関すること。

　⑸　新都市整備事業に係る臨海部の埋立工事及び関連受託工事の調査，計画，設計，調整及

　　び検査に関すること。

　⑹　新都市整備事業に係る臨海部の造成地（東部埋立地，西部埋立地，六甲アイランド，ポ

　　ートアイランド，ポートアイランド（第２期）及び神戸空港島に限る。）及び造成地に係

　　る宅地関連公共公益施設の整備工事に係る調査，計画，設計，調整及び検査に関すること。

　⑺　新都市整備事業に係る内陸部の造成地（東部埋立地，西部埋立地，六甲アイランド，ポ

　　ートアイランド，ポートアイランド（第２期）及び神戸空港島を除く。）及び造成地に係

　　る宅地関連公共公益施設の整備工事に係る調査，計画，設計，調整及び検査に関すること。

　⑻　造成地に係る確定測量に関すること。
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　⑼　造成地における公共公益施設用地等に係る移管図書の作成に関すること。

　⑽　土木工事に係る積算に関する連絡及び調整に関すること。

　⑾　新都市整備事業に係る土砂運搬施設の跡地に係る土木工事の調査，計画，設計，調整及

　　び検査に関すること。

２　都市局新都市事業部工務課臨海工務係及び内陸工務係の係ごとの分掌事務は，都市局長が

　定める。

３　都市局新都市事業部工務課公園係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　新都市整備事業に係る区域内の公園及び緑地に係る工事の計画，設計及び検査に関する

　　こと。

　⑵　新都市整備事業に係る造成地における緑地及び緑化の指導に関すること。

　⑶　新都市整備事業に係る区域内の公園及び緑地に係る移管図書の作成に関すること。

４　都市局新都市事業部工務課建築係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　新都市整備事業に係る建築物に係る工事の調査，設計，監督及び検査に関すること。

　⑵　新都市整備事業に係る建築物の維持保全に係る調査及び計画に関すること。

　⑶　新都市整備事業に係る建築物の保守点検，修繕及び占有者等への技術的指導に関するこ

　　と。

　⑷　新都市整備事業に係る建築の計画及び調整並びに民間事業者への技術的指導に関するこ

　　と。

５　都市局新都市事業部工務課設備係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　新都市整備事業に係る電気設備及び機械設備に係る工事の調査，設計，監督及び検査に

　　関すること。

　⑵　新都市整備事業に係る電気設備及び機械設備の維持保全に係る調査及び計画に関するこ

　　と。

　⑶　新都市整備事業に係る電気設備及び機械設備の保守点検，修繕及び占有者等への技術的

　　指導に関すること。

６　第１項第５号から第１１号まで及び第３項から第５項までに規定する事務のうち，神戸空港

　島に関することについては，港湾局空港調整課の総合調整により港湾局工務課と共同して行

　う。

　　　　第１４節　建築住宅局

　（建築住宅局住宅政策課）

第１１３条　建築住宅局住宅政策課総務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　局及び課の庶務並びに局内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　局職員の安全衛生に関すること。

　⑶　神戸市建築住宅局指定管理者選定評価委員会に関すること。

　⑷　局の予算の経理に関すること。

２　建築住宅局住宅政策課住宅計画係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　住宅政策に関する調査及び研究並びに基本施策の企画及び調整に関すること。

　⑵　神戸市住生活基本計画及び神戸市高齢者居住安定確保計画に関すること。

　⑶　神戸市すまい審議会に関すること。

　⑷　市営住宅全般に関する調整に関すること。
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　⑸　市営住宅の建築，大規模の修繕等に関する補助申請に係る事務手続に関すること。

３　建築住宅局住宅政策課住宅支援係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　若年・子育て世帯に対する住み替え支援事業の調整，実施及び広報に関すること。

　⑵　神戸市インナーシティ高齢者特別賃貸住宅等の民間賃貸住宅に対する補助金に関するこ

　　と。

　⑶　住宅新築資金，住宅改修資金及び宅地取得資金の貸付金償還に関すること。

４　建築住宅局住宅政策課民間住宅係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　民間住宅に対する支援施策の計画及び実施に関すること。

　⑵　民間マンションの管理適正化の促進に関すること。

　⑶　優良建築物等整備事業（都市局市街地整備部市街地整備課再開発係の所管に属するもの

　　を除く。）の調整，補助，検査及び審査に関すること。

　⑷　住宅相談業務に関すること。

　⑸　神戸市住宅融資制度に関すること。

　⑹　サービス付き高齢者向け住宅の登録等に関すること（福祉局高齢福祉課施設整備係の所

　　管に属するものを除く。）。

　（建築住宅局住宅整備課）

第１１４条　建築住宅局住宅整備課調整係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課及び住宅建設課の庶務に関すること。

　⑵　市営住宅等の建築及び設備工事の施行に係る事務手続に関すること。

　⑶　不動産（住宅政策課，住宅整備課，住宅建設課及び住宅管理課の所管に属するものに限

　　る。）の取得，管理及び処分に関すること。

２　建築住宅局住宅整備課事業計画係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　市営住宅等のマネジメント（市営住宅等の再編及び改修をいう。以下同じ。）に係る調

　　査及び計画に関すること。

　⑵　市営住宅等の建築並びに市営住宅の建物，電気設備及び機械設備に係る一定の計画に基

　　づく修繕に関する補助申請に係る技術的事項に関すること。

　⑶　市営住宅等の建設に係る関係機関及び周辺住民との連絡及び調整に関すること。

　⑷　市営住宅等の建築及び設備工事の検査に関すること。

　⑸　市営住宅等の建設に係る土木関連施設整備計画に関すること。

３　建築住宅局住宅整備課調査係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　市営住宅等のマネジメントに係る入居者の調整に関すること。

　⑵　借上げに係る市営住宅の返還に係る調査及び計画に関すること。

　（建築住宅局住宅建設課）

第１１５条　建築住宅局住宅建設課建築係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　市営住宅等の建築工事，保守及び修繕の調査，見積り，設計，監督，検査及び評価に関

　　すること。

　⑵　市営住宅等の建築工事の技術開発，調査及び研究に関すること。

　⑶　市営住宅の建物に係る一定の計画に基づく修繕に関すること（設備係に属するものを除

　　く。）。

２　建築住宅局住宅建設課設備係は，次に掲げる事務を分掌する。
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　⑴　市営住宅等の電気，機械，給排水及び衛生の設備工事，保守及び修繕の調査，見積り，

　　設計，監督，検査及び評価に関すること。

　⑵　市営住宅等の設備工事の技術開発，調査及び研究に関すること。

　⑶　市営住宅の電気設備及び機械設備に係る一定の計画に基づく修繕に関すること。

　（建築住宅局住宅管理課）

第１１６条　建築住宅局住宅管理課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　市営住宅の管理に係る調査及び計画に関すること。

　⑶　住宅総合管理システムに関すること。

　⑷　神戸市立多聞集会所に関すること。

　⑸　公営住宅制度に係る調査及び研究に関すること。

　⑹　市営住宅の入居者の募集及び選考に関すること。

　⑺　市営住宅の入退居及び不正使用に関すること。

　⑻　市営住宅の不正使用に係る争訟に関すること。

　⑼　市営住宅の住宅管理人に関すること。

　⑽　市営住宅の建物の管理に関すること。

　⑾　市営住宅の敷地の保全及び譲渡に関すること。

　⑿　市営住宅の使用料等の決定及び変更に関すること。

　⒀　市営住宅の使用料等の徴収及び収納に関すること。

　⒁　市営住宅の使用料等の徴収及び収納に係る争訟に関すること。

　⒂　市営住宅以外の公的住宅等のあっせんに関すること。

　⒃　神戸市営住宅入居者選考審議会に関すること。

　（建築住宅局建築指導部建築調整課）

第１１７条　建築住宅局建築指導部建築調整課事務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　部及び部内の各課の庶務並びに部内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　指定確認検査機関からの報告書の受付に関すること。

　⑶　神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例（平成６年３月条例第５１号）第５条の２の規

　　定に基づく届出に関すること（届出書の受付及び通知書の交付に限る。）。

　⑷　建築確認申請書，建築許可申請書等の受付に関すること。

　⑸　建築確認済証，建築許可通知書及び検査済証の交付に関すること。

　⑹　独立行政法人住宅金融支援機構関係の申請書の受付及び合格書の交付に関すること（災

　　害関係に限る。）。

　⑺　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の規定に基づく台帳の管理及び閲覧に関すること。

　⑻　建築物の滅失等の報告に関すること。

　⑼　建築統計の作成に関すること。

　⑽　優良住宅認定申請書の認定事務に関すること。

　⑾　建築に関する相談及び情報の提供に関すること。

　⑿　神戸市建築審査会に関すること（建築安全課の所管に属するものを除く。）。

２　建築住宅局建築指導部建築調整課建築調整係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の規定に基づく指定建築物の建築の届出及び
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　　指定建築物に係る指導に関すること。

　⑵　近隣における中高層建築物の建築に係る日照その他の住環境に係る相談及び神戸市民の

　　住環境等をまもりそだてる条例の規定に基づく紛争の調整に関すること。

　⑶　日照等調停委員に関すること。

　⑷　神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の規定に基づくワンルームマンションに係る

　　指導及びワンルームマンション又は特定共同住宅の駐車施設の確保に係る指導に関するこ

　　と。

　⑸　近畿圏整備法（昭和３８年法律第１２９号）に基づく既成都市区域の指定に係る証明の交付

　　に関すること。

　⑹　電波法施行令（平成１３年政令第２４５号）第９条に基づく伝搬障害防止区域を表示した図

　　面の備付けに関すること。

３　建築住宅局建築指導部建築調整課建設リサイクル係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　建設工事に係る資材の再資源化等に関すること（環境局事業系廃棄物対策課の所管に属

　　するものを除く。）。

　⑵　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）の規定に基づ

　　く分別解体に係る届出の事前相談，受理及び審査，命令，勧告，報告の徴収並びに立入検

　　査に関すること。

　（建築住宅局建築指導部建築安全課）

第１１８条　建築住宅局建築指導部建築安全課指導係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　建築行政に係る企画及び調査に関すること。

　⑵　建築行政に係る関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑶　建築協定に関すること。

　⑷　建築行政に係る条例等の立案，整備等に関すること。

　⑸　建築基準法に基づく区域等の指定に関すること（整備係の所管に属するものを除く。）。

　⑹　神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例に規定する特別用途地区内における建築物の

　　建築制限に関すること。

　⑺　近隣住環境計画に関すること。

　⑻　高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１７条

　　の特定建築物に係る認定に関すること。

　⑼　神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例の規定に基づく環境配慮の評価，

　　すまいの環境性能表示及び緑化に関すること（建設局公園部計画課計画係の所管に属する

　　ものを除く。）。

　⑽　神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保のための自動車の運行等に関する条例

　　の規定に基づき届出られた自動車公害を防止するための措置の内容に関すること。

　⑾　駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）に規定する路外駐車場の設置の届出に関すること。

　⑿　建築物に附置すべき駐車施設に関する条例（昭和４２年３月条例第５４号）の規定に基づく

　　届出に関すること。

　⒀　長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）の規定に基づく長期優

　　良住宅建築等計画の認定に関すること。

　⒁　都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）の規定に基づく低炭素建築
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　　物新築等計画の認定に関すること（建築安全係の所管に属するものを除く。）。

　⒂　神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例（平成２０年４月条例第１号）の規定に基づ

　　く大規模な駐車施設等の届出に関すること。

　⒃　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号）に基づく届出

　　及び認定に関すること（建築安全係の所管に属するものを除く。）。

２　建築住宅局建築指導部建築安全課指定機関指導係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　指定確認検査機関への連絡，調整及び指導に関すること。

　⑵　指定確認検査機関が行った建築確認検査に係る報告書の審査及び指導に関すること。

　⑶　建築基準法第６条の２第６項及び第７条の６第４項の通知に関すること。

　⑷　指定確認検査機関に対する立入検査に関すること。

　⑸　神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例第５条の２の規定に基づく届出に関すること

　（建築調整課の所管に属するものを除く。）。

３　建築住宅局建築指導部建築安全課建築安全係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　建築確認及び計画通知に係る建築基準関係規定への適合の審査及び検査に関すること。

　⑵　独立行政法人住宅金融支援機構関係の申請書の審査及び工事の審査に関すること（災害

　　関係に限る。）。

　⑶　建築基準法に基づく建築物の敷地の安全性の審査に関すること。

　⑷　建築物の構造及び耐力の審査並びに現場検査に関すること。

　⑸　建築基準法第８５条の許可に関すること。

　⑹　建築基準法第８６条の８の認定に関すること。

　⑺　建築設備等の定期報告，指導及び安全性の審査に関すること。

　⑻　浄化槽法の規定に基づく浄化槽の構造の検査に関すること。

　⑼　建築物の仮使用の認定に関すること。

　⑽　都市の低炭素化の促進に関する法律の規定する低炭素建築物新築等計画の認定に関する

　　こと（指導係の所管に属するものを除く。）。

　⑾　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく適合性判定，届出及び認定に

　　関すること（指導係の所管に属するものを除く。）。

　⑿　神戸市エレベーター防災対策改修補助事業に関すること（耐震推進課の所管に属するも

　　のを除く。）。

　⒀　神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例第１０条の防災計画に関すること。

４　建築住宅局建築指導部建築安全課整備係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　建築基準法の規定に基づく許可及び認定（他の係の所管に属するものを除く。）に関す

　　ること。

　⑵　建築基準法第４２条の道路に関すること。

　⑶　神戸市建築審査会に関すること（建築調整課の所管に属するものを除く。）。

　⑷　細街路の拡幅等に関する指導に関すること。

　⑸　マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）第１０２条の認定及

　　び第１０５条第１項の許可に関すること。

　（建築住宅局建築指導部安全対策課）

第１１９条　建築住宅局建築指導部安全対策課安全推進係は，次に掲げる事務を分掌する。
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　⑴　建築物安全安心実施計画に関すること。

　⑵　建築基準法の違反の防止に係る啓発並びに関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑶　建築物における吹付けアスベストに係る調査及び指導並びに除去対策の啓発及び支援に

　　関すること。

　⑷　建築基準法第９条及び第１０条の規定に基づく措置に関すること（他の係の所管に属する

　　ものを除く。）。

　⑸　神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例第３章第３節に規定する老朽危険家屋等 

　　（以下この条において「老朽危険家屋等」という。）に対する措置に関すること（安全指

　　導係の所管に属するものを除く。）。

　⑹　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に係

　　る事務に関すること（他の係及び他の課の所管に属するものを除く。）。

　⑺　被災建築物応急危険判定制度に係る関係機関との連絡及び調整に関すること。

２　建築住宅局建築指導部安全対策課ビル防災対策係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　建築基準法に違反する既存の特殊建築物の調査及び当該特殊建築物に対する措置に関す

　　ること。

　⑵　神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例第５２条の規定に基づく小規模な飲食ビル等

　　の所有者等に対する指導，助言及び検査に関すること。

　⑶　神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例第５４条の規定に基づく事故に関する情報の

　　収集及び公表に関すること。

　⑷　特殊建築物の定期報告及びその指導に関すること。

　⑸　不特定多数の者が利用する建築物の安全性の確保に関すること。

３　建築住宅局建築指導部安全対策課安全指導係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　建築基準法に違反する建築物の調査及び建築の監視に関すること。

　⑵　建築基準法第９条及び第１０条の規定に基づく措置に関すること（他の係の所管に属する

　　ものを除く。）。

　⑶　老朽危険家屋等の調査並びに老朽危険家屋等に係る指導，勧告及び技術的援助等に関す

　　ること。

　⑷　老朽危険家屋等に対する応急的危険回避措置に関すること。

　⑸　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に関

　　すること（建築物等に係るものに限る。）。

４　建築住宅局建築指導部安全対策課空家空地指導係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　空家及び空地の適正管理の指導に関すること。

　⑵　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に関

　　すること（他の係及び他の課の所管に属するものを除く。）。

　⑶　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に係

　　る事務の統括に関すること。

　（建築住宅局建築指導部耐震推進課）

第１２０条　建築住宅局建築指導部耐震推進課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　神戸市耐震改修促進計画に関すること。

　⑵　建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）に関すること。
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１５２３

　⑶　すまい等の耐震化促進事業に関すること。

　⑷　すまい等の耐震化の普及及び啓発に関すること。

　⑸　すまい等の耐震化の促進に関する施策の連絡及び調整に関すること。

　⑹　神戸市危機ブロック塀等撤去助成事業に関すること。

　⑺　神戸市エレベーター防災対策改修補助事業に関すること（建築安全課建築安全係の所管

　　に属するものを除く。）。

　（建築住宅局技術管理課）

第１２１条　建築住宅局技術管理課事務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課，建築課，設備課及び保全課の庶務，事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　工事の施行手続及び調整に関すること。

２　建築住宅局技術管理課技術管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　建築技術に関する連絡及び調整に関すること。

　⑵　市有建築物の評価に関すること。

　⑶　市有建築物及び市の補助に係る建築物の建築工事の検査に関すること。

　⑷　建築技術の開発，調査，研究，改善及び普及に関すること。

３　建築住宅局技術管理課土木係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　市有建築物及び住宅の建築工事に伴う土木工事の計画，設計，見積り，監督及び検査に

　　関すること。

　⑵　市有建築物及び住宅の建築工事に伴う土木施設の維持保全に係る調査，計画及び助言に

　　関すること。

　（建築住宅局建築課）

第１２２条　建築住宅局建築課特定建築係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　市有建築物の企画，調査，助言及び見積りに関すること。

　⑵　建築課の他の係の所管に属しない市有建築物の建築工事に関すること。

２　建築住宅局建築課建築第１係，建築第２係及び建築第３係は，市有建築物の建築工事の計

　画，設計，見積り，監督及び検査に関すること（保全課の所管に属するものを除く。）を分

　掌する。

３　建築住宅局建築課建築第１係，建築第２係及び建築第３係の係ごとの分掌事務は，建築住

　宅局長が定める。

４　建築住宅局建築課新中央区総合庁舎整備係は，新中央区総合庁舎の建築工事の計画，設計，

　見積り，監督及び検査に関することを分掌する。

　（建築住宅局設備課）

第１２３条　建築住宅局設備課管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　市有建築物の電気及び機械の設備に係る企画，調査，指導及び研究に関すること。

　⑵　市有建築物の電気及び機械の設備の保守修繕の調査，見積り，設計，監督及び監査に関

　　すること（保全課の所管に属するものを除く。）。

　⑶　市有建築物及び市の補助に係る建築物の電気及び機械の設備の検査に関すること。

　⑷　市有建築物のＥＳＣＯ事業（省エネルギーの改修工事による光熱費の削減分ですべての

　　投資を賄う事業をいう。）及び省エネルギー化に関する調査，診断，設計，監理及び履行

　　確認に関すること。
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　⑸　設備技術に関する連絡及び調整に関すること。

　⑹　課内職員の安全衛生，研修に関すること。

　⑺　設備課の他の係の所管に属しない市有建築物の電気及び機械の設備工事に関すること。

２　建築住宅局設備課電気係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　市有建築物の電気設備の工事の調査，評価，見積り，設計，監督及び検査に関すること。

　⑵　都市計画事業に伴う電気設備の工事の調査，評価，見積り，設計，監督，検査及び保全

　　に関すること。

　⑶　再開発事業に伴う電気設備の工事の調査，評価，見積り，設計，監督及び検査に関する

　　こと。

　⑷　再開発事業に伴う建築附帯電気設備の取得，管理処分計画に関する建築附帯電気設備等

　　の調査及び評価並びに移転及び除却等に伴う損失補償の調査及び算定に関すること。

３　建築住宅局設備課機械係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　市有建築物の機械設備の工事の調査，評価，見積り，設計，監督及び検査に関すること。

　⑵　都市計画事業に伴う機械設備の工事の調査，評価，見積り，設計，監督，検査及び保全

　　に関すること。

　⑶　再開発事業に伴う機械設備の工事の調査，評価，見積り，設計，監督及び検査に関する

　　こと。

　⑷　再開発事業に伴う建築附帯機械設備の取得，管理処分計画に関する建築附帯機械設備等

　　の調査及び評価並びに移転及び除却等に伴う損失補償の調査及び算定に関すること。

　（建築住宅局保全課）

第１２４条　建築住宅局保全課計画保全係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　市有建築物の維持保全に係る調査，研究，計画，指導及び資料収集に関すること。

　⑵　市有建築物の保守修繕の調査，見積り，設計，監督及び検査に関すること。

　⑶　市有建築物情報システムの管理，運営及び改善に関すること。

　⑷　市有建築物に係るファシリティマネジメントに関する技術的支援，助言及び指導に関す

　　ること。

　⑸　市有建築物の建築工事の計画，設計，見積り，監督及び検査に関すること（建築課の所

　　管に属するものを除く。）。

２　建築住宅局保全課設備保全係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　市有建築物の電気及び機械の設備の維持管理の調査，研究，計画，指導及び資料収集に

　　関すること。

　⑵　自家用電気施設の保守管理に関すること。

　⑶　市有建築物の電気及び機械の設備の保守修繕の調査，見積り，設計，監督及び検査に関

　　すること。

　⑷　市有建築物の電気及び機械の設備に係るファシリティマネジメントに関する技術的支援，

　　助言及び指導に関すること。

　⑸　市有建築物の電気及び機械の設備の工事の調査，評価，見積り，設計，監督及び検査に

　　関すること（設備課の所管に属するものを除く。）。

　　　　第１５節　港湾局

　（港湾局経営企画課）
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第１２５条　港湾局経営企画課経営企画係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　局及び課の庶務並びに局内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　局の予算及び決算に関すること。

　⑶　財政計画及び資金計画に関すること。

　⑷　補助事業及び起債事業の総括に関すること。

　⑸　重要事項の調査及び企画に関すること。

　⑹　前各号に掲げるもののほか，経理に関すること。

　⑺　局が所管する外郭団体（阪神国際港湾株式会社，神戸航空貨物ターミナル株式会社及び

　　株式会社神戸フェリーセンター）の総合調整に関すること。

　⑻　局の重要事項の調査及び企画に関すること。

２　港湾局経営企画課調整係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　局内の事務の連絡，調整及び改善（経営企画係の所管に属するものを除く。）に関する

　　こと。

　⑵　局の職員の安全衛生に関すること。

　⑶　船員，港湾労働者等の福利厚生に関すること。

　⑷　船員，港湾労働者等の福利厚生施設の運営管理に関すること。

　⑸　臨港地区内の巡視に関すること（神戸港管理事務所の所管に属するものを除く。）。

　⑹　港湾環境整備負担金に関すること。

　⑺　神戸港港湾審議会に関すること。

　⑻　港湾事業の料金制度に関すること。

　⑼　神戸市港湾局指定管理者選定評価委員会に関すること。

　⑽　前各号に掲げる事務に付随する事務に関すること。

　（港湾局ウォーターフロント計画課）

第１２６条　港湾局ウォーターフロント計画課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務（港湾計画課調査係の所管に属するものを除く。）に関すること。

　⑵　ウォーターフロント（新港突堤西地区及び中突堤周辺地区に限る。以下同じ。）の再開

　　発に係る計画の策定及び重要事項の企画に関すること。

　⑶　ウォーターフロントにおける再開発事業の実施並びに当該事業に係る国その他関係機関

　　との連絡及び調整に関すること。

　⑷　港湾施設の利用者の誘致に関すること。

　⑸　ウォーターフロントへの集客施設等の誘致に関すること。

　（港湾局空港調整課）

第１２７条　港湾局空港調整課空港調整係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　補助事業の申請，報告及び精算に関すること。

　⑶　空港に係る重要事項の調査及び企画に関すること。

　⑷　神戸空港島に係る総合調整に関すること。

　⑸　関西エアポート神戸株式会社及びこれに係る関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑹　神戸空港ターミナル株式会社の清算に係る連絡及び調整に関すること。

　⑺　第１１０条第１項第２号から第４号までに規定する事務のうち神戸空港島に関すること。
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２　前項第７号に規定する事務については，都市局新都市事業部企業誘致課と共同して行う。

　（港湾局振興課）

第１２８条　港湾局振興課企画係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課及び客船誘致課の庶務に関すること。

　⑵　港湾の振興に関する企画及び調整に関すること。

　⑶　港湾に関する国際業務の企画及び調整に関すること。

　⑷　港湾に係る国の行政機関その他関係機関との連絡及び調整に関すること。

２　港湾局振興課振興係は，港湾の利用促進，にぎわいの創出及び宣伝に関する事務を分掌す

　る。

　（港湾局客船誘致課）

第１２９条　港湾局客船誘致課客船誘致係は，客船の誘致に関する事務を分掌する。

　（港湾局経営課）

第１３０条　港湾局経営課経営第１係及び経営第２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（経営第１係に限る。）。

　⑵　港湾施設の管理の企画及び調整に関すること。

　⑶　港湾施設の使用の許可及び貸付けに関すること（神戸港管理事務所及び海岸防災課の所

　　管に属するものを除く。）。

　⑷　港湾区域（港湾隣接地域を含む。）内の行為の規制に関すること（海岸防災課の所管に

　　属するものを除く。）。

　⑸　臨港地区内の分区における構築物の規制に関すること。

　⑹　不動産（海岸防災課の所管に属するものを除く。）の取得及び処分並びに取得に伴う損

　　失補償に関すること。

　⑺　公有水面の埋立免許に関すること。

　⑻　港湾台帳の整備に関すること。

　⑼　港湾資産の保険に関すること。

　⑽　港湾における物流に関する企画及び調査並びに関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑾　港湾産業の立地に係る調査及び研究に関すること。

　⑿　港湾地域への企業の誘致に関すること。

　⒀　ウォーターフロント（ハーバーランド地区から東部新都心地区に至る臨港地区をいう。）

　　への集客施設等の誘致に関すること（ウォーターフロント計画課の所管に属するものを除

　　く。）。

２　港湾局経営課経営第１係及び経営第２係の係ごとの分掌事務は，港湾局長が定める。

　（港湾局海務課）

第１３１条　港湾局海務課事務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　岸壁及びドルフィン（以下「岸壁等係留施設」という。），旅客乗降用渡橋並びにフェ

　　リー用可動橋の使用料，運搬給水に係る給水料金並びに入港料の徴収に関すること。

　⑶　岸壁等係留施設，旅客乗降用渡橋及びフェリー用可動橋並びに運搬給水に係る損害賠償

　　に関すること。

　⑷　こうべ国際ＶＨＦ海岸局の運営に関すること。
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１５２７

２　港湾局海務課港務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　船舶の出入港その他の動静管理に関すること。

　⑵　岸壁等係留施設の使用の許可（船席の指定を要する船舶に係るものに限る。）に関する

　　こと。

　⑶　港湾区域内の航行の安全に係る情報の収集及び関係機関等との調整に関すること。

　⑷　港湾区域内の 浚渫 ，検測の調整及び海図その他これに類する関係図書の整備に関する
しゅんせつ

　　こと。

　⑸　海難及び台風その他の海洋気象の連絡に関すること。

　⑹　引船作業の許可に関すること。

　⑺　水先，引船，綱取りその他の船舶に対する役務のあっせんに関すること。

　⑻　国際水域施設の保安対策に関すること。

３　港湾局海務課けい船係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　岸壁に離着する船舶の立会い及び監督に関すること。

　⑵　岸壁等係留施設の使用の許可（船席の指定を要しない船舶に係るものに限る。）に関す

　　ること。

　⑶　旅客乗降用渡橋及びフェリー用可動橋の使用の許可に関すること。

　⑷　港内作業における火気の使用の許可及び潜水作業の調整に関すること。

　⑸　大型船舶の係留位置の調整に関すること。

　⑹　船舶の係離作業の許可に関すること。

　⑺　岸壁，防舷材及び係船柱（小型船用のものを除く。）の維持及び管理に関すること。

　⑻　旅客乗降用渡橋の維持及び管理に関すること。

４　港湾局海務課海務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　港務艇の運航並びに維持及び管理に関すること。

　⑵　運搬給水用多目的バージの維持及び管理に関すること。

　⑶　ドルフィンの維持及び管理に関すること。

　⑷　港湾区域内の船舶等の整理，油濁対策，運搬給水の作業及び沈廃船等障害物の処理に関

　　すること。

　⑸　補油作業届，船倉清掃作業届等の受付に関すること。

　⑹　運搬給水に係る給水の許可に関すること。

　（港湾局港湾計画課）

第１３２条　港湾局港湾計画課調査係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課並びにウォーターフロント計画課及び物流戦略課の庶務に関すること。

　⑵　港湾及び海岸の基本計画の調査に関すること（海岸防災課の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑶　港湾区域，臨港地区及び港湾隣接地域の指定に関すること。

　⑷　漁業権等の調査に関すること。

２　港湾局港湾計画課計画第１係及び計画第２係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　港湾及び海岸に係る基本計画，防災全体計画及び重要事項の企画に関すること（海岸防

　　災課の所管に属するものを除く。）。

　⑵　港湾，海岸の施設整備に係る事業計画並びにこれらの事務に係る国その他関係機関との
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　　連絡及び調整に関すること（海岸防災課の所管に属するものを除く。）。

　⑶　公有水面の埋立てに係る諸手続に関すること。

　⑷　港湾区域，臨港地区及び港湾隣接地域内の施設の利用及び工作物の設置等に関する技術

　　的審査に関すること。

３　港湾局港湾計画課情報統計係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　港湾の統計に係る調査及び解析に関すること。

　⑵　港湾手続及び港湾物流の情報化に関する情報処理の調査及び研究に関すること。

　⑶　港湾管理者ＥＤＩシステムの改修及び管理に関すること。

４　港湾局港湾計画課計画第１係及び計画第２係の係ごとの分掌事務は，港湾局長が定める。

５　第２項各号に規定する事務のうち，神戸空港島に関することについては，港湾局空港調整

　課の総合調整により都市局新都市事業部内陸・臨海計画課と共同して行う。

　（港湾局物流戦略課）

第１３３条　港湾局物流戦略課戦略港湾係，ポートセールス第１係及びポートセールス第２係は，

　次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　船舶（客船を除く。）の誘致に関すること。

　⑵　貨物の誘致に関すること。

　⑶　国際的な海運，物流及び港湾に係る情報の収集及び把握に関すること。

　⑷　海外ポートエージェントの運営及び連絡に関すること。

２　港湾局物流戦略課戦略港湾係，ポートセールス第１係及びポートセールス第２係の係ごと

　の分掌事務は，港湾局長が定める。

　（港湾局工務課）

第１３４条　港湾局工務課事務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　課及び海岸防災課の所管の工事等の施行手続に関すること。

　⑶　港湾及び海岸の工事に係る国庫補助事業の諸手続に関すること。

　⑷　局の所管の工事の検査の調整に関すること。

２　港湾局工務課港湾工務第１係，港湾工務第２係，港湾工務第３係及び港湾工務第４係は，

　次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　港湾施設の整備及び災害復旧に関する補助事業等の事業の総括，連絡及び調整に関する

　　こと。

　⑵　前号に掲げる事業の工事計画，同号に掲げる事業の土木工事に係る調査，計画，設計，

　　調整，施行，監督及び検査に関すること。

　⑶　既存の港湾の土木施設全般（ハーバーハイウェイ及び港島トンネルを除く。）の維持及

　　び保全に係る調査，計画，設計，調整，施行，監督及び検査に関すること。

　⑷　工事区域の管理に関すること（海岸防災課の所管に属するものを除く。）。

　⑸　港湾施設への工作物等の設置等に係る申請に係る港湾施設の掘削及び復旧の監視に関す

　　ること。

　⑹　港湾区域，臨港地区及び港湾隣接地域内の小規模な工作物の設置等に関する技術的審査

　　に関すること。

　⑺　土木工事に係る技術管理に関する連絡及び調整並びに調査，研究及び改善に関すること。
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１５２９

３　港湾局工務課港湾工務第１係，港湾工務第２係，港湾工務第３係及び港湾工務第４係の係

　ごとの分掌事務は，港湾局長が定める。

４　港湾局工務課建築係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　局所管の建築物に係る工事の調査，設計，監督及び検査に関すること。

　⑵　局所管の建築物の維持保全に係る調査及び計画に関すること。

　⑶　局所管の建築物の保守点検，修繕及び占有者等への技術的指導に関すること。

５　港湾局工務課設備係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　局所管の電気設備及び機械設備に係る工事の調査，設計，監督及び検査に関すること。

　⑵　局所管の電気設備及び機械設備の維持保全に係る調査及び計画に関すること。

　⑶　局所管の電気設備及び機械設備の保守点検，修繕及び占有者等への技術的指導に関する

　　こと。

６　第２項及び第４項から前項までに規定する事務のうち，神戸空港島に関することについて

　は，港湾局空港調整課の総合調整により都市局新都市事業部工務課と共同して行う。

　（港湾局海岸防災課）

第１３５条　港湾局海岸防災課（保全係を除く。）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　海岸保全区域の指定，占用の許可及び占用料，土石採取料の徴収並びに当該区域におけ

　　る行為等の規制に関すること（港湾区域及び港湾隣接地域に係るものを除く。）。

　⑶　海岸保全施設の管理に関すること。

　⑷　須磨海岸の港湾施設（緑地及び海浜に限る。以下この条において「須磨海岸港湾施設」

　　という。）の管理，使用の許可，使用料の徴収並びに行為の規制に関すること。

　⑸　須磨海岸港湾施設に係る港湾区域（港湾隣接地域を含む。）内の行為の規制に関するこ

　　と。

　⑹　所管する事務に伴う不動産の取得及びこれに伴う損失補償に関すること。

　⑺　須磨海水浴場の運営に関すること。

　⑻　神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例に関すること（須磨海水浴場における

　　過料の処分に係る事務に限る。）。

　⑼　海岸保全区域における防災計画，津波高潮対策及び重要事項の企画に関すること（港湾

　　計画課の所管に属するものを除く。）。

　⑽　須磨海岸港湾施設の整備に係る事業計画並びにこれらの事務に係る国その他関係機関と

　　の連絡及び調整に関すること（港湾計画課の所管に属するものを除く。）。

　⑾　港湾区域，臨港地区及び海岸保全区域内の施設の利用及び工作物の設置等に関する技術

　　的審査に関すること（港湾計画課の所管に属するものを除く。）。

　⑿　局の防災の総合調整及び水際対策に関すること。

　⒀　国際埠頭施設の保安対策に関すること。

　⒁　海岸保全施設及び須磨海岸港湾施設の整備，災害復旧及び防災安全対策に係る補助事業

　　等の総括，連絡及び調整に関すること。

　⒂　前号の補助事業等の土木工事に係る調査，計画，設計，調整，施行，監督及び検査に関

　　すること。
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　⒃　津波高潮対策に係る工事の調査，計画，設計，調整，施行，監督及び検査に関すること。

２　港湾局海岸防災課保全係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　既存の海岸の土木施設全般及び港湾施設のうちハーバーハイウェイ及び港島トンネルの

　　維持及び保全に係る調査，計画，設計，調整，施行，監督及び検査に関すること。

　⑵　港湾施設のうちハーバーハイウェイ及び港島トンネルへの工作物当の設置等に係る申請

　　に係る港湾施設の掘削及び復旧の監視に関すること。

　⑶　工事区域の管理に関すること（工務課の所管に属するものを除く。）。

　⑷　工務課と協議して行う植栽管理並びに土木施設の点検及び補修に関すること。

　第３章を次のように改める。

　　　第３章　会計室の組織

　（会計室の組織）

第１３６条　会計管理者の権限に属する事務を処理するため，部に相当する室である会計室及び

　会計課を置く。

　（会計室会計課の分掌事務）

第１３７条　会計室会計課の分掌事務は，次のとおりとする。

　⑴　室及び課の庶務並びに室内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　室の職員の安全衛生に関すること。

　⑶　有価証券の出納及び保管に関すること。

　⑷　財産区有財産に属する現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

　⑸　会計制度の企画，調整及び改善に関すること。

　⑹　会計事務の検査に関すること。

　⑺　収入証紙に関すること。

　⑻　支出命令の審査に関すること。

　⑼　区役所（北神区役所を除く。）総務部総務課及び北神区役所市民課との会計に関する連

　　絡及び調整に関すること。

　⑽　指定金融機関等に関すること。

　⑾　現金の出納に関すること。

　⑿　預金に関すること。

　⒀　歳入歳出予算の照合及び収支の記録管理に関すること。

　⒁　決算に関すること。

　⒂　物品の出納及び保管に関すること。

　⒃　債権者登録に関すること。

　第４章を次のように改める。

　　　第４章　区役所の組織

　（区役所の組織）

第１３８条　東灘区役所，灘区役所，兵庫区役所，長田区役所，垂水区役所及び西区役所の組織

　は，次の表のとおりとし，局相当の事務所とする。
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係課部

総務係　調査係総務課総務

部 まちづくり課



１５３１

２　中央区役所の組織は，次の表のとおりとし，局相当の事務所とする。

３　北区役所の組織は，次の表のとおりとし，局相当の事務所とする。

４　北神区役所の組織は，次の表のとおりとし，局相当の事務所とする。

５　須磨区役所の組織は，次の表のとおりとし，局相当の事務所とする。

　（区役所総務部総務課等）
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市民課

国保年金係　介護医療係保険年金医療課

管理係　あんしんすこやか係健康福祉課保健

福祉

部
こども福祉係　こども保健係こども家庭支援課

保護係　くらし支援係生活支援課

係課部

総務係　調査係総務課総務

部 広報相談係　事業推進係　地域活動係　ふれあい協働係まちづくり課

市民課

国保年金係　介護医療係保険年金医療課

管理係　あんしんすこやか係健康福祉課保健

福祉

部
こども福祉係　こども保健係こども家庭支援課

保護係　くらし支援係生活支援課

係課部

総務係　調査係総務課総務

部 広報相談係　事業推進係　地域活動係　地域福祉係まちづくり課

市民課

国保年金係　介護医療係保険年金医療課

管理係　あんしんすこやか係健康福祉課保健

福祉

部
こども福祉係　こども保健係こども家庭支援課

保護係　くらし支援係生活支援課

係課部

総務係　窓口係市民課

まちづくり課

管理係　あんしんすこやか係　保護係　くらし支援係保健福祉課

こども福祉係　こども保健係こども家庭支援課

係課部

総務係　調査係総務課総務

部 広報相談係　事業推進係　企画協働係　地域福祉係　地域

活動係

まちづくり課

市民課

国保年金係　介護医療係保険年金医療課

管理係　あんしんすこやか係健康福祉課保健

福祉

部
こども福祉係　こども保健係こども家庭支援課

保護係　くらし支援係生活支援課



第１３９条　東灘区役所，灘区役所，中央区役所，兵庫区役所，北区役所，長田区役所，須磨区

　役所，垂水区役所及び西区役所総務部総務課総務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　区役所，部及び課の庶務並びに所内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　文書の収受，編さん及び保存に関すること。

　⑶　所内人事に関すること。

　⑷　区役所職員の安全衛生に関すること。

　⑸　会計及び経理（事務処理の指導及び改善を含む。）に関すること。

　⑹　庁舎管理に関すること。

　⑺　他の部，課及び係の所管に属しない各種団体との連絡及び調整に関すること。

　⑻　自衛官募集に関すること。

　⑼　公会堂に関すること（東灘区役所及び西区役所に限る。）。

　⑽　住居表示に関すること。

　⑾　魚崎財産区に関すること（東灘区役所に限る。）。

　⑿　区役所支所に関すること（須磨区役所に限る。）。

　⒀　北区役所山田出張所に関すること（北区役所に限る。）。

　⒁　西区役所伊川谷出張所，西神中央出張所，押部谷出張所，神出出張所及び岩岡出張所に

　　関すること（西区役所に限る。）。

　⒂　東灘区指定管理者選定評価委員会に関すること（東灘区役所に限る。）。

２　東灘区役所，灘区役所，中央区役所，兵庫区役所，北区役所，長田区役所，須磨区役所，

　垂水区役所及び西区役所総務部総務課調査係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　災害対策に係る企画の立案並びに連絡及び調整に関すること（北区役所においては，北

　　神区役所の所管区域に係るものを含む。）。

　⑵　選挙に関すること（区選挙管理委員会の所管に属するものを除く。）。

　⑶　各種の統計調査その他の調査（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定に基づく

　　調査を除く。）に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管区域に係るものを

　　含む。）。

３　北神区役所市民課総務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　区役所及び課の庶務並びに所内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　文書の収受，編さん及び保存に関すること。

　⑶　所内人事に関すること。

　⑷　区役所職員の安全衛生に関すること。

　⑸　会計及び経理（事務処理の指導及び改善を含む。）に関すること。

　⑹　庁舎管理に関すること。

　⑺　他の部，課及び係の所管に属しない各種団体との連絡及び調整に関すること。

　⑻　自衛官募集に関すること。

　⑼　住居表示に関すること。

　⑽　北神区役所有馬出張所，道場出張所，八多出張所，大沢出張所，長尾出張所及び淡河出

　　張所に関すること。

　⑾　選挙に関すること（区選挙管理委員会の所管に属するものを除く。）。

４　北神区役所市民課窓口係は，次に掲げる事務を分掌する。
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　⑴　住民の認定に関すること（北区役所の所管区域に係る申請及び届出の受付に関すること

　　を含む。）。

　⑵　戸籍，戸籍の附票，住民基本台帳及び印鑑（認可地縁団体印鑑を除く。）の登録に関す

　　ること（北区役所の所管区域に係る申請及び届出の受付に関することを含む。）。

　⑶　写し，謄本又は抄本，証明書その他の即時に処理を要する文書の作成及び交付に関する

　　こと（北区役所の所管区域に係る申請及び届出の受付に関することを含む。）。

　⑷　通知カード及び個人番号カードに関すること（北区役所の所管区域に係る申請及び届出

　　の受付に関することを含む。）。

　⑸　公的個人認証に係る電子証明書（以下この項において「電子証明書」という。）の発行

　　に関すること（北区役所の所管区域に係る申請及び届出の受付に関することを含む。）。

　⑹　証明及び閲覧，通知カード及び個人番号カードの再交付並びに電子証明書の発行に係る

　　手数料の調定及び収納に関すること（北区役所の所管区域に係る申請及び届出の受付に関

　　することを含む。）。

　⑺　就学に関すること（北区役所の所管区域に係る申請及び届出の受付に関することを含 

　　む。）。

　⑻　出入国管理及び難民認定法に関すること（北区役所の所管区域に係る申請及び届出の受

　　付に関することを含む。）。

　⑼　日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に

　　関すること（北区役所の所管区域に係る申請及び届出の受付に関することを含む。）。

　⑽　自動車の臨時運行に関すること（北区役所の所管区域に係るものを含む。）。

　⑾　埋葬又は火葬の許可及び死産の届出の受理に関すること（北区役所の所管区域に係るも

　　のを含む。）。

　⑿　国民健康保険の資格に係る申請及び届出の受付に関すること（北区役所の所管区域に係

　　るものを含む。）。

　⒀　国民健康保険に係る被保険者証等の引渡しに関すること（北区役所の所管区域に係るも

　　のを含む。）。

　⒁　国民健康保険に係る保険給付に係る申請及び届出の受付に関すること（北区役所の所管

　　区域に係るものを含む。）。

　⒂　国民健康保険に係る保険料その他の収入金の徴収並びに収入金の徴収の嘱託及び嘱託を

　　受けることに関すること（北区役所の所管区域に係る申請及び届出の受付に関することを

　　含む。）。

　⒃　国民年金に係る申請及び届出の受付に関すること（北区役所の所管区域に係るものを含

　　む。）。

　⒄　特定障害者に係る特別障害給付金に係る申請及び届出の受付に関すること（北区役所の

　　所管区域に係るものを含む。）。

　⒅　年金生活者支援給付金に係る申請及び届出の受付に関すること（北区役所の所管区域に

　　係るものを含む。）。

　⒆　介護保険に係る被保険者の資格に係る申請及び届出の受付に関すること（北区役所の所

　　管区域に係るものを含む。）。

　⒇　介護保険に係る被保険者証等の引渡しに関すること（北区役所の所管区域に係るものを
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　　含む。）。

　肝　介護保険に係る保険給付に係る申請及び届出の受付に関すること（居宅サービス計画作

　　成依頼届出書に関することを除く。北区役所の所管区域に係るものを含む。）。

　艦　介護保険に係る保険料その他の収入金の徴収に関すること（北区役所の所管区域に係る

　　申請及び届出の受付に関することを含む。）。

　莞　介護保険に係る介護予防・日常生活支援総合事業の支給に係る申請及び届出の受付に関

　　すること（北区役所の所管区域に係るものを含む。）。

　観　高齢期移行者医療費助成に係る申請及び届出の受付に関すること（北区役所の所管区域

　　に係るものを含む。）。

　諌　高齢期移行者医療費助成に係る受給者証等の引渡しに関すること（北区役所の所管区域

　　に係るものを含む。）。

　貫　こども医療費助成に係る申請及び届出の受付に関すること（北区役所の所管区域に係る

　　ものを含む。）。

　還　こども医療費助成に係る受給者証等の引渡しに関すること（北区役所の所管区域に係る

　　ものを含む。）。

　鑑　重度障害者医療費助成に係る申請及び届出の受付に関すること（北区役所の所管区域に

　　係るものを含む。）。

　間　重度障害者医療費助成に係る受給者証等の引渡しに関すること（北区役所の所管区域に

　　係るものを含む。）。

　閑　ひとり親家庭等医療費助成に係る申請及び届出の受付に関すること（北区役所の所管区

　　域に係るものを含む。）。

　関　ひとり親家庭等医療費助成に係る受給者証等の引渡しに関すること（北区役所の所管区

　　域に係るものを含む。）。

　陥　高齢重度障害者医療費助成に係る申請及び届出の受付に関すること（北区役所の所管区

　　域に係るものを含む。）。

　韓　高齢重度障害者医療費助成に係る受給者証等の引渡しに関すること（北区役所の所管区

　　域に係るものを含む。）。

　館　後期高齢者医療に係る申請及び届出の受付に関すること（北区役所の所管区域に係るも

　　のを含む。）。

　舘　後期高齢者医療に係る被保険者証等の引渡しに関すること（北区役所の所管区域に係る

　　ものを含む。）。

　丸　後期高齢者医療に係る保険料その他の収入金の徴収に関すること（北区役所の所管区域

　　に係る申請及び届出の受付に関することを含む。）。

　含　固定資産課税台帳の閲覧及び縦覧に関すること（北区役所の所管区域に係るものを含 

　　む。）。

　岸　市税に関する申請及び届出の受付等に関すること（北区役所の所管区域に係るものを含

　　む。）。

　巌　市税に関する証明書の作成及び交付並びにこれらに係る手数料の調定及び収納に関する

　　こと（北区役所の所管区域に係る申請及び届出の受付に関することを含む。）。

　玩　市税その他徴収金の収納に関すること（北区役所の所管区域に係る申請及び届出の受付
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　　に関することを含む。）。

　（区役所総務部まちづくり課）

第１４０条　東灘区役所，灘区役所，兵庫区役所，長田区役所，垂水区役所及び西区役所総務部

　まちづくり課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　広聴及び広報の活動に関すること。

　⑶　市政に関する苦情及び要望等の処理に関すること。

　⑷　市民相談に関すること。

　⑸　地域住民の自治組織に関すること。

　⑹　各区計画に関すること。

　⑺　区の行政に関する事項の企画，立案及び調査に関すること。

　⑻　区内の事務事業の総合調整に関すること。

　⑼　区の個性をのばすまちづくりの推進及び調整に関すること。

　⑽　被災した市民への支援に関する区内事業の調整に関すること。

　⑾　ふれあいのまちづくりに関すること。

　⑿　地域福祉に係る関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⒀　成人，婦人及び青少年の社会教育に関すること。

　⒁　市民体育及びレクリエーションの活動に関すること。

　⒂　老人クラブに関すること。

　⒃　子ども会に関すること。

　⒄　体育関係諸団体及び社会教育関係諸団体に関すること。

　⒅　消費者行政に関すること。

　⒆　交通安全に関すること。

　⒇　美緑花神戸まちづくり（美化，緑化等を図る運動をいう。以下同じ。）に関すること。

　肝　地域防犯活動の支援に関すること。

　艦　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に関

　　すること（空家等，類似空家等及び空地等の調査に係るものに限り，かつ，建築住宅局建

　　築指導部安全対策課の所管に属するものを除く。以下同じ。）。

　莞　前各号に掲げるもののほか，区のまちづくりの推進及び調整並びに地域活動の振興に関

　　すること。

２　中央区役所及び北区役所総務部まちづくり課広報相談係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　広聴及び広報の活動に関すること。

　⑶　市政に関する苦情及び要望等の処理に関すること。

　⑷　市民相談に関すること。

　⑸　地域住民の自治組織に関すること。

　⑹　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に関

　　すること。

３　中央区役所及び北区役所総務部まちづくり課事業推進係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　各区計画に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管区域に係るものを含 
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　　む。）。

　⑵　区の行政に関する事項の企画，立案及び調査に関すること（北区役所にあっては，北神

　　区役所の所管区域に係るものを含む。）。

　⑶　区内の事務事業の総合調整に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管区域

　　に係るものを含む。）。

　⑷　区の個性をのばすまちづくりの推進及び調整に関すること（北区役所にあっては，北神

　　区役所の所管区域に係るものを含む。）。

　⑸　市民及び事業者と協働で進めるまちづくりの推進及び調整に関すること（中央区役所に

　　限る。）。

　⑹　被災した市民への支援に関する区内事業の調整に関すること（北区役所にあっては，北

　　神区役所の所管区域に係るものを含む。）。

　⑺　前各号に掲げるもののほか，区のまちづくりの推進及び調整に関すること。

４　中央区役所総務部まちづくり課地域活動係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　成人，婦人及び青少年の社会教育に関すること。

　⑵　市民体育及びレクリエーションの活動に関すること。

　⑶　体育関係諸団体及び社会教育関係諸団体に関すること。

　⑷　消費者行政に関すること。

　⑸　交通安全に関すること。

　⑹　美緑花神戸まちづくりに関すること。

　⑺　前各号に掲げるもののほか，地域活動の振興に関すること。

５　中央区役所総務部まちづくり課ふれあい協働係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　協働のまちづくりの支援及び調整に関すること。

　⑵　ふれあいのまちづくりに関すること。

　⑶　地域福祉に係る関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑷　老人クラブに関すること。

　⑸　子ども会に関すること。

　⑹　地域防犯活動の支援に関すること。

６　北区役所総務部まちづくり課地域活動係は，次に掲げる事務（北神区役所の所管区域に係

　るものを含む。）を分掌する。

　⑴　成人，婦人及び青少年の社会教育に関すること。

　⑵　市民体育及びレクリエーションの活動に関すること。

　⑶　体育関係諸団体及び社会教育関係諸団体に関すること。

　⑷　消費者行政に関すること。

　⑸　交通安全に関すること。

　⑹　美緑花神戸まちづくりに関すること。

　⑺　地域防犯活動の支援に関すること。

　⑻　前各号に掲げるもののほか，地域活動の振興に関すること。

７　北区役所総務部まちづくり課地域福祉係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　ふれあいのまちづくりに関すること。

　⑵　地域福祉に係る関係機関との連絡及び調整に関すること（北神区役所の所管区域に係る
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　　ものを含む。）。

　⑶　老人クラブに関すること（北神区役所の所管区域に係るものを含む。）。

　⑷　子ども会に関すること（北神区役所の所管区域に係るものを含む。）。

８　北神区役所まちづくり課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　広聴及び広報の活動に関すること。

　⑶　市政に関する苦情及び要望等の処理に関すること。

　⑷　市民相談に関すること。

　⑸　地域住民の自治組織に関すること。

　⑹　ふれあいのまちづくりに関すること。

　⑺　防災のまちづくりに関すること。

　⑻　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に関

　　すること。

　⑼　前各号に掲げるもののほか，区のまちづくりの推進及び調整に関すること。

９　須磨区役所総務部まちづくり課広報相談係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　広聴及び広報の活動に関すること。

　⑶　市政に関する苦情及び要望等の処理に関すること。

　⑷　市民相談に関すること。

　⑸　地域住民の自治組織に関すること。

　⑹　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に関

　　すること。

１０　須磨区役所総務部まちづくり課事業推進係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　各区計画に関すること。

　⑵　区の行政に関する事項の企画，立案及び調査に関すること。

　⑶　区内の事務事業の総合調整に関すること。

　⑷　区の個性をのばすまちづくりの推進及び調整に関すること。

　⑸　被災した市民への支援に関する区内事業の調整に関すること。

　⑹　前各号に掲げるもののほか，区のまちづくりの推進及び調整に関すること。

１１　須磨区役所総務部まちづくり課企画協働係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　区民と協働で進めるまちづくりの推進及び調整に関すること。

　⑵　前号に掲げるもののほか，区のまちづくりの推進及び調整（事業推進係の所管に属する

　　ものを除く。）に関すること。

１２　須磨区役所総務部まちづくり課地域福祉係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　ふれあいのまちづくりに関すること。

　⑵　地域福祉に係る関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑶　老人クラブに関すること。

　⑷　交通安全に関すること。

１３　須磨区役所総務部まちづくり課地域活動係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　成人，婦人及び青少年の社会教育に関すること。
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　⑵　市民体育及びレクリエーションの活動に関すること。

　⑶　子ども会に関すること。

　⑷　体育関係諸団体及び社会教育関係諸団体に関すること。

　⑸　消費者行政に関すること。

　⑹　美緑花神戸まちづくりに関すること。

　⑺　地域防犯活動の支援に関すること。

　⑻　前各号に掲げるもののほか，地域活動の振興に関すること。

　（区役所総務部市民課）

第１４１条　東灘区役所，灘区役所，中央区役所，兵庫区役所，北区役所，長田区役所，須磨区

　役所，垂水区役所及び西区役所総務部市民課は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　住民の認定に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管区域に係る届出の受

　　付に関することを含む。）。

　⑶　戸籍，戸籍の附票，住民基本台帳及び印鑑（認可地縁団体印鑑を除く。）の登録に関す

　　ること（北区役所にあっては，北神区役所の所管区域に係る申請及び届出の受付に関する

　　ことを含む。）。

　⑷　埋葬又は火葬の許可及び死産の届出の受理に関すること（北区役所にあっては，北神区

　　役所の所管区域に係る届出の受付に関することを含む。）。

　⑸　写し，謄本又は抄本，証明書その他の即時に処理を要する文書の作成及び交付に関する

　　こと。

　⑹　他の部及び課の所管に属しない諸証明に関すること（北区役所にあっては，北神区役所

　　の所管区域に係るものを含む。）。

　⑺　通知カード及び個人番号カードに関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管

　　区域に係る申請の受付に関することを含む。）。

　⑻　公的個人認証に係る電子証明書（以下この条において「電子証明書」という。）の発行

　　に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管区域に係る申請の受付に関するこ

　　とを含む。）。

　⑼　証明及び閲覧，通知カード及び個人番号カードの再交付並びに電子証明書の発行に係る

　　手数料の調定及び収納に関すること。

　⑽　出入国管理及び難民認定法に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管区域

　　に係る申請の受付に関することを含む。）。

　⑾　日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に

　　関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管区域に係る申請の受付に関すること

　　を含む。）。

　⑿　自動車の臨時運行に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管区域に係るも

　　のを含む。）。

　⒀　学齢簿の記録に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管区域に係るものを

　　含む。）。

　⒁　住民基本台帳法の規定に基づく調査に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の

　　所管区域に係るものを含む。）。
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　⒂　選挙人名簿の登録の資料の提出に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管

　　区域に係るものを含む。）。

　⒃　サービスコーナーに関すること（垂水区役所に限る。）。

　（区役所総務部保険年金医療課）

第１４２条　東灘区役所，灘区役所，中央区役所，兵庫区役所，北区役所，長田区役所，須磨区

　役所，垂水区役所及び西区役所総務部保険年金医療課国保年金係は，次に掲げる事務を分掌

　する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　国民健康保険の資格に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管区域に係る

　　ものを含む。）。

　⑶　国民健康保険に係る保険給付に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管区

　　域に係るものを含む。）。

　⑷　国民健康保険に係る保険料その他の収入金の賦課（保険料率の決定に関することを除 

　　く。）及び徴収並びに収入金の徴収の嘱託及び嘱託を受けることに関すること（北区役所

　　にあっては，北神区役所の所管区域に係るものを含む。）。

　⑸　国民健康保険に係る保険料その他の収入金の滞納処分に関すること（北区役所にあって

　　は，北神区役所の所管区域に係るものを含む。）。

　⑹　国民年金に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管区域に係るものを含 

　　む。）。

　⑺　特定障害者に係る特別障害給付金に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所

　　管区域に係るものを含む。）。

　⑻　年金生活者支援給付金に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管区域に係

　　るものを含む。）。

２　東灘区役所，灘区役所，中央区役所，兵庫区役所，北区役所，長田区役所，須磨区役所，

　垂水区役所及び西区役所総務部保険年金医療課介護医療係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　介護保険に係る被保険者の資格に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管

　　区域に係るものを含む。）。

　⑵　介護保険に係る保険給付に関すること（居宅サービス計画作成依頼届出書に関すること

　　を除く。北区役所にあっては，北神区役所の所管区域に係るものを含む。）。

　⑶　介護保険に係る保険料その他の収入金の賦課徴収に関すること（北区役所にあっては，

　　北神区役所の所管区域に係るものを含む。）。

　⑷　介護予防・日常生活支援総合事業の支給に関すること（北区役所にあっては，北神区役

　　所の所管区域に係るものを含む。）。

　⑸　高齢期移行者医療費助成に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管区域に

　　係るものを含む。）。

　⑹　こども医療費助成に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管区域に係るも

　　のを含む。）。

　⑺　重度障害者医療費助成に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管区域に係

　　るものを含む。）。

　⑻　ひとり親家庭等医療費助成に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管区域
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　　に係るものを含む。）。

　⑼　高齢重度障害者医療費助成に関すること（北区役所にあっては，北神区役所の所管区域

　　に係るものを含む。）。

　⑽　後期高齢者医療に係る申請及び届出の受付に関すること（北区役所にあっては，北神区

　　役所の所管区域に係るものを含む。）。

　⑾　後期高齢者医療に係る被保険者証等の引渡しに関すること（北区役所にあっては，北神

　　区役所の所管区域に係るものを含む。）。

　⑿　後期高齢者医療に係る保険料その他の収入金の徴収に関すること（北区役所にあっては，

　　北神区役所の所管区域に係るものを含む。）。

　（区役所保健福祉部健康福祉課等）

第１４３条　東灘区役所，灘区役所，中央区役所，兵庫区役所，北区役所，長田区役所，須磨区

　役所，垂水区役所及び西区役所保健福祉部健康福祉課管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　部及び課の庶務に関すること。

　⑵　北神区役所保健福祉課及びこども家庭支援課の庶務に関すること（北神区役所保健福祉

　　課管理係の所管に属するものを除く。北区役所に限る。）。

　⑶　民生委員の推薦その他民生委員法（昭和２３年法律第１９８号）に関すること。

　⑷　社会福祉の統計に関すること。

　⑸　戦没者遺族，戦傷病者，引揚者等の援護に関すること（福祉局高齢福祉課の所管に属す

　　るものを除く。）。

　⑹　社会福祉関係の団体に関すること。

　⑺　保健事業に係る広報及び啓発に関すること。

　⑻　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第３３条第３項，第

　　３４条第２項及び第３８条の４の規定により，精神障害者の家族等に代わり市長が行うことと

　　されている事務に関すること。

　⑼　保健福祉に係る実地研修の受入れに関すること。

　⑽　栄養の改善に関すること（健康局健康企画課疾病対策係及び保健所医務薬務課薬務係の

　　所管に属するものを除く。）。

　⑾　前各号に掲げるもののほか，社会福祉及び保健衛生に関すること（他の所管に属するも

　　のを除く。）。

２　東灘区役所，灘区役所，中央区役所，兵庫区役所，北区役所，長田区役所，須磨区役所，

　垂水区役所及び西区役所保健福祉部健康福祉課あんしんすこやか係は，次に掲げる事務を分

　掌する。

　⑴　あんしんすこやか窓口に関すること。

　⑵　介護保険に係る要介護認定及び要支援認定に関すること（調査及び主治の医師の意見に

　　関すること並びに処分の決定を除く。）。

　⑶　介護認定審査会の合議体に係る会議に関すること。

　⑷　高齢者の福祉に関すること。

　⑸　地域包括支援センターに関すること（福祉局介護保険課地域包括支援係の所管に属する

　　ものを除く。）。

　⑹　保健福祉に係る訪問指導に関すること（こども家庭支援課こども保健係の所管に属する
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　　ものを除く。）。

　⑺　身体障害者及び身体に障害のある児童の福祉に関すること（福祉事務所及びこども家庭

　　局こども家庭センターの所管に属するものを除く。）。

　⑻　知的障害者及び知的障害のある児童の福祉に関すること（福祉事務所及びこども家庭局

　　こども家庭センターの所管に属するものを除く。）。

　⑼　精神障害者福祉に関すること。

　⑽　精神障害者保健福祉手帳に関すること。

　⑾　医療給付事務に関すること（こども家庭支援課こども保健係の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑿　肝炎対策に関すること。

　⒀　成人保健事業及び老人保健事業の実施に関すること（こども家庭支援課こども保健係の

　　所管に属するものを除く。）。

　⒁　健診事業等の実施に関すること（こども家庭支援課こども保健係の所管に属するものを

　　除く。）。

　⒂　健康教育の実施に関すること（こども家庭支援課こども保健係の所管に属するものを除

　　く。）。

　⒃　須磨区役所北須磨支所保健福祉課あんしんすこやか係の事業の調整に関すること（須磨

　　区役所に限る。）。

　⒄　北神区役所保健福祉課あんしんすこやか係の事業の調整に関すること（北区役所に限 

　　る。）。

　⒅　前各号に掲げるもののほか，指導業務及び相談業務に関すること（こども家庭支援課の

　　所管に属するものを除く。）。

３　北神区役所保健福祉課管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課及びこども家庭支援課の庶務に関すること。

　⑵　民生委員の推薦に関すること。

　⑶　戦没者遺族，戦傷病者，引揚者等の援護に関すること（福祉局高齢福祉課の所管に属す

　　るものを除く。）。

　⑷　保健事業に係る広報及び啓発に関すること。

　⑸　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３３条第３項，第３４条第２項及び第３８条の４

　　の規定により，精神障害者の家族等に代わり市長が行うこととされている事務に関するこ

　　と。

　⑹　保健福祉に係る実地研修の受入れに関すること。

　⑺　栄養の改善に関すること（健康局健康企画課疾病対策係及び保健所医務薬務課薬務係の

　　所管に属するものを除く。）。

　⑻　前各号に掲げるもののほか，社会福祉及び保健衛生に関すること（他の所管に属するも

　　のを除く。）。

４　北神区役所保健福祉課あんしんすこやか係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　あんしんすこやか窓口に関すること。

　⑵　介護保険に係る要介護認定及び要支援認定に関すること（調査及び主治の医師の意見に

　　関すること並びに処分の決定を除く。）。
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　⑶　介護認定審査会の合議体に係る会議に関すること。

　⑷　高齢者の福祉に関すること（福祉事務所の所管に属するものを除く。）。

　⑸　地域包括支援センターに関すること（福祉局介護保険課地域包括支援係の所管に属する

　　ものを除く。）。

　⑹　保健福祉に係る訪問指導に関すること（こども家庭支援課こども保健係の所管に属する

　　ものを除く。）。

　⑺　身体障害者及び身体に障害のある児童の福祉に関すること（福祉事務所及びこども家庭

　　局こども家庭センターの所管に属するものを除く。）。

　⑻　知的障害者及び知的障害のある児童の福祉に関すること（福祉事務所及びこども家庭局

　　こども家庭センターの所管に属するものを除く。）。

　⑼　精神障害者福祉に関すること。

　⑽　精神障害者保健福祉手帳に関すること。

　⑾　肝炎対策に関すること。

　⑿　成人保健事業及び老人保健事業の実施に関すること（こども家庭支援課こども保健係の

　　所管に属するものを除く。）。

　⒀　健診事業等の実施に関すること（こども家庭支援課こども保健係の所管に属するものを

　　除く。）。

　⒁　健康教育の実施に関すること（こども家庭支援課こども保健係の所管に属するものを除

　　く。）。

　⒂　前各号に掲げるもののほか，指導業務及び相談業務に関すること（こども家庭支援課の

　　所管に属するものを除く。）。

５　北神区役所保健福祉課保護係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　被保護者等緊急援護資金貸付金に関すること（福祉局保護課の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑵　身体障害者その他の要保護者の発見，調査及び指導に関すること（保健福祉課くらし支

　　援係の所管に属するものを除く。）。

　⑶　生活保護法に規定する被保護者の属する世帯の児童の保護及び育成に関すること（こど

　　も家庭局こども家庭センターの所管に属するものを除く。）。

　⑷　行旅病人に関すること。

　⑸　神戸市遺留金取扱条例に関すること（福祉局保護課の所管に属するものを除く。）。

６　北神区役所保健福祉課くらし支援係は，身体障害者その他の要保護者の発見，調査及び指

　導に関する事務（保健福祉課保護係の所管に属するものを除く。）を分掌する。

　（区役所保健福祉部こども家庭支援課等）

第１４４条　東灘区役所，灘区役所，中央区役所，兵庫区役所，北区役所，長田区役所，須磨区

　役所，垂水区役所及び西区役所保健福祉部こども家庭支援課こども福祉係は，次に掲げる事

　務を分掌する。

　⑴　児童の保護及び育成に関すること（こども保健係，生活支援課，福祉事務所及びこども

　　家庭局こども家庭センターの所管に属するものを除く。）。

　⑵　一人親家庭及び寡婦の福祉並びに婦人の更生及び保護に関すること（福祉事務所の所管

　　に属するものを除く。）。
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　⑶　子育て支援の推進に関すること（こども保健係及び健康局保健所の所管に属するものを

　　除く。）。

　⑷　須磨区役所北須磨支所保健福祉課こども福祉係の事業の調整に関すること（須磨区役所

　　保健福祉部健康福祉課あんしんすこやか係の所管に属するものを除く。須磨区役所に限 

　　る。）。

　⑸　北神区役所こども家庭支援課こども福祉係の事業の調整に関すること（北区役所に限 

　　る。）。

　⑹　子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関すること（こども家庭局

　　幼保事業課給付係の所管に属するものを除く。）。

　⑺　前各号に掲げるもののほか，指導業務及び相談業務に関すること（こども保健係及び健

　　康福祉課あんしんすこやか係の所管に属するものを除く。）。

２　東灘区役所，灘区役所，中央区役所，兵庫区役所，北区役所，長田区役所，須磨区役所，

　垂水区役所及び西区役所保健福祉部こども家庭支援課こども保健係は，次に掲げる事務を分

　掌する。

　⑴　児童の保護及び育成に関すること（こども福祉係，生活支援課，福祉事務所及びこども

　　家庭局こども家庭センターの所管に属するものを除く。）。

　⑵　母子保健事業の企画，調整及び実施に関すること。

　⑶　健診事業等の実施及び保健の指導に関すること（健康福祉課あんしんすこやか係の所管

　　に属するものを除く。）。

　⑷　健康教育の実施に関すること（健康福祉課あんしんすこやか係の所管に属するものを除

　　く。）。

　⑸　医療給付事務に関すること（健康福祉課あんしんすこやか係の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑹　妊産婦，乳幼児及び児童の保健の指導に関すること。

　⑺　子育て支援の推進に関すること（こども福祉係及び健康局保健所の所管に属するものを

　　除く。）。

　⑻　保健福祉に係る訪問指導に関すること（健康福祉課あんしんすこやか係に属するものを

　　除く。）。

　⑼　栄養に係る相談及び指導に関すること。

　⑽　成人保健事業及び老人保健事業の実施に関すること（健康福祉課あんしんすこやか係に

　　属するものを除く。）。

　⑾　須磨区役所北須磨支所保健福祉課こども保健係の事業の調整に関すること（須磨区役所

　　保健福祉部健康福祉課あんしんすこやか係の所管に属するものを除く。須磨区役所に限 

　　る。）。

　⑿　北神区役所こども家庭支援課こども保健係の事業の調整に関すること（北区役所に限 

　　る。）。

　⒀　前各号に掲げるもののほか，指導業務及び相談業務に関すること（こども福祉係及び健

　　康福祉課あんしんすこやか係の所管に属するものを除く。）。

３　北神区役所こども家庭支援課こども福祉係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　児童の保護及び育成に関すること（こども保健係，保健福祉課保護係，福祉事務所及び
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　　こども家庭局こども家庭センターの所管に属するものを除く。）。

　⑵　一人親家庭及び寡婦の福祉並びに婦人の更生及び保護に関すること（福祉事務所の所管

　　に属するものを除く。）。

　⑶　子育て支援の推進に関すること（こども保健係及び健康局保健所の所管に属するものを

　　除く。）。

　⑷　子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関すること（こども家庭局

　　幼保事業課給付係の所管に属するものを除く。）。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，指導業務及び相談業務に関すること（こども保健係及び保

　　健福祉課あんしんすこやか係の所管に属するものを除く。）。

４　北神区役所こども家庭支援課こども保健係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　児童の保護及び育成に関すること（こども福祉係，保健福祉課保護係，福祉事務所及び

　　こども家庭局こども家庭センターの所管に属するものを除く。）。

　⑵　母子保健事業の企画，調整及び実施に関すること。

　⑶　健診事業等の実施及び保健の指導に関すること（保健福祉課あんしんすこやか係の所管

　　に属するものを除く。）。

　⑷　健康教育の実施に関すること（保健福祉課あんしんすこやか係の所管に属するものを除

　　く。）。

　⑸　医療給付事務に関すること（保健福祉課あんしんすこやか係の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑹　妊産婦，乳幼児及び児童の保健の指導に関すること。

　⑺　子育て支援の推進に関すること（こども福祉係及び健康局保健所の所管に属するものを

　　除く。）。

　⑻　保健福祉に係る訪問指導に関すること（健康福祉課あんしんすこやか係に属するものを

　　除く。）。

　⑼　栄養に係る相談及び指導に関すること。

　⑽　成人保健事業及び老人保健事業の実施に関すること（健康福祉課あんしんすこやか係に

　　属するものを除く。）。

　⑾　前各号に掲げるもののほか，指導業務及び相談業務に関すること（こども福祉係及び保

　　健福祉課あんしんすこやか係の所管に属するものを除く。）。

　（区役所保健福祉部生活支援課）

第１４５条　東灘区役所，灘区役所，中央区役所，兵庫区役所，北区役所，長田区役所，須磨区

　役所，垂水区役所及び西区役所保健福祉部生活支援課保護係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　身体障害者その他の要保護者の発見，調査及び指導に関すること（生活支援課くらし支

　　援係の所管に属するものを除く。）。

　⑶　生活保護法に規定する被保護者の属する世帯の児童の保護及び育成に関すること（こど

　　も家庭局こども家庭センターの所管に属するものを除く。）。

　⑷　行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

　⑸　被保護者等緊急援護資金貸付金に関すること（福祉局保護課の所管に属するものを除 

　　く。）。
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　⑹　神戸市遺留金取扱条例に関すること（福祉局保護課の所管に属するものを除く。）。

２　東灘区役所，灘区役所，中央区役所，兵庫区役所，北区役所，長田区役所，須磨区役所，

　垂水区役所及び西区役所保健福祉部生活支援課くらし支援係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　身体障害者その他の要保護者の発見，調査及び指導に関すること（生活支援課保護係の

　　所管に属するものを除く。）。

　⑵　市域における中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

　　び特定配偶者の自立の支援に関する法律第１４条の規定に基づく支援給付及び第１５条の規定

　　に基づく配偶者支援金の支給並びに市域における中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び

　　永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第４条の規定に基づく支

　　援給付に関すること（福祉局保護課の所管に属するものを除く。垂水区役所に限る。）。

　⑶　中国残留邦人等地域生活支援事業に関すること（福祉局保護課の所管に属するものを除

　　く。垂水区役所に限る。）。

　（事業所等の連絡及び調整）

第１４６条　区長及び北神担当区長（以下「区長等」という。）は，その所管区域における住民

　の利便の増進及び行政効果の向上に資するため，市の事業所その他の行政機関，各種団体等

　と緊密な連絡及び調整を図らなければならない。

２　区長等は，必要があると認めるときは，市の事業所の事務に関し，意見を述べ，又は報告

　を求めることができる。

　（区役所支所の組織）

第１４７条　須磨区役所北須磨支所は，須磨区役所の所管とし，部相当の事務所とする。

２　須磨区役所北須磨支所の組織は，次のとおりとする。

　（須磨区役所北須磨支所市民課）

第１４８条　須磨区役所北須磨支所市民課総務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　支所及び課の庶務並びに支所内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　文書の収受，編さん及び保存に関すること。

　⑶　会計及び予算経理に関すること。

　⑷　庁舎管理に関すること。

　⑸　住居表示に関すること。

　⑹　各種団体との連絡及び調整に関すること。

　⑺　区民の要望の処理に関すること。

　⑻　市政の広報及び広聴に関すること。

　⑼　区民の生活相談に関すること。

　⑽　選挙に関すること（区選挙管理委員会の所管に属するものを除く。）。

　⑾　市税に関する証明書の作成及び交付並びにこれらに係る手数料の調定及び収納に関する

　　こと。

　⑿　固定資産課税台帳の縦覧に関すること。

　⒀　市税その他徴収金の収納に関すること。
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２　須磨区役所北須磨支所市民課市民係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　住民の認定に関すること。

　⑵　印鑑（認可地縁団体印鑑を除く。）の登録，住民基本台帳，戸籍及び戸籍の附票に関す

　　ること。

　⑶　埋葬又は火葬の許可及び死産の届出の受理に関すること。

　⑷　写し，謄本又は抄本，証明書その他の即時に処理を要する文書の作成及び交付に関する

　　こと。

　⑸　通知カード及び個人番号カードに関すること。

　⑹　公的個人認証に係る電子証明書（以下この項において「電子証明書」という。）の発行

　　に関すること。

　⑺　証明（市税に関するものを除く。），閲覧，通知カード及び個人番号カードの再交付並

　　びに電子証明書の発行に係る手数料の調定及び収納に関すること。

　⑻　出入国管理及び難民認定法に関すること。

　⑼　日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に

　　関すること。

　⑽　就学に関すること。

　⑾　住民基本台帳法の規定に基づく調査に関すること。

　⑿　選挙人名簿の登録の資料の提出に関すること。

３　須磨区役所北須磨支所市民課国保年金係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　国民健康保険の資格に関すること。

　⑵　国民健康保険に係る保険給付に関すること。

　⑶　国民健康保険に係る保険料その他の収入金の賦課（保険料率の決定に関することを除 

　　く。）及び徴収並びに収入金の徴収の嘱託及び嘱託を受けることに関すること。

　⑷　国民健康保険に係る保険料その他の収入金の滞納処分に関すること。

　⑸　国民年金に関すること。

　⑹　特定障害者に係る特別障害給付金に関すること。

　⑺　年金生活者支援給付金に関すること。

４　須磨区役所北須磨支所市民課介護医療係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　介護保険に係る被保険者の資格に関すること。

　⑵　介護保険に係る保険給付に関すること（居宅サービス計画作成依頼届出書に関すること

　　を除く。）。

　⑶　介護保険に係る保険料その他の収入金の賦課徴収に関すること。

　⑷　介護予防・日常生活支援総合事業に係る支給に関すること。

　⑸　高齢期移行者医療費助成に関すること。

　⑹　こども医療費助成に関すること。

　⑺　重度障害者医療費助成に関すること。

　⑻　ひとり親家庭等医療費助成に関すること。

　⑼　高齢重度障害者医療費助成に関すること。

　⑽　後期高齢者医療に係る申請及び届出の受付に関すること。

　⑾　後期高齢者医療に係る被保険者証等の引渡しに関すること。
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　⑿　後期高齢者医療に係る保険料その他の収入金の徴収に関すること。

　（須磨区役所北須磨支所保健福祉課）

第１４９条　須磨区役所北須磨支所保健福祉課管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　民生委員の推薦に関すること。

　⑶　社会福祉の統計に関すること。

　⑷　戦没者遺族，戦傷病者，引揚者等の援護に関すること（福祉局高齢福祉課の所管に属す

　　るものを除く。）。

　⑸　保健事業に係る広報及び啓発に関すること。

　⑹　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３３条第３項，第３４条第２項及び第３８条の４

　　の規定により，精神障害者の家族等に代わり市長が行うこととされている事務に関するこ

　　と。

　⑺　保健福祉に係る実地研修の受入れに関すること。

　⑻　栄養の改善に関すること（健康局健康企画課疾病対策係及び保健所医務薬務課薬務係の

　　所管に属するものを除く。）。

　⑼　前各号に掲げるもののほか，社会福祉及び保健衛生に関すること（他の所管に属するも

　　のを除く。）。

２　須磨区役所北須磨支所保健福祉課あんしんすこやか係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　あんしんすこやか窓口に関すること。

　⑵　介護保険に係る要介護認定及び要支援認定に関すること（調査及び主治の医師の意見に

　　関すること並びに処分の決定を除く。）。

　⑶　高齢者の福祉に関すること（福祉事務所の所管に属するものを除く。）。

　⑷　地域包括支援センターに関すること（福祉局介護保険課地域包括支援係の所管に属する

　　ものを除く。）。

　⑸　保健福祉に係る訪問指導に関すること（こども福祉係及びこども保健係の所管に属する

　　ものを除く。）。

　⑹　身体障害者及び身体に障害のある児童の福祉に関すること（福祉事務所及びこども家庭

　　局こども家庭センターの所管に属するものを除く。）。

　⑺　知的障害者及び知的障害のある児童の福祉に関すること（福祉事務所及びこども家庭局

　　こども家庭センターの所管に属するものを除く。）。

　⑻　精神障害者福祉に関すること。

　⑼　精神障害者保健福祉手帳に関すること。

　⑽　医療給付事務に関すること（こども保健係の所管に属するものを除く。）。

　⑾　肝炎対策に関すること。

　⑿　成人保健事業及び老人保健事業の実施に関すること（こども保健係の所管に属するもの

　　を除く。）。

　⒀　健診事業等の実施に関すること（こども保健係の所管に属するものを除く。）。

　⒁　健康教育の実施に関すること（こども保健係の所管に属するものを除く。）。

　⒂　前各号に掲げるもののほか，指導業務及び相談業務に関すること（こども福祉係及びこ

　　ども保健係の所管に属するものを除く。）。
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３　須磨区役所北須磨支所保健福祉課こども福祉係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　児童の保護及び育成に関すること（こども保健係，保護係，福祉事務所及びこども家庭

　　局こども家庭センターの所管に属するものを除く。）。

　⑵　一人親家庭及び寡婦の福祉並びに婦人の更生及び保護に関すること（福祉事務所の所管

　　に属するものを除く。）。

　⑶　子育て支援の推進に関すること（こども保健係及び健康局保健所の所管に属するものを

　　除く。）。

　⑷　子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関すること（こども家庭局

　　幼保事業課給付係の所管に属するものを除く。）。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，指導業務及び相談業務に関すること（あんしんすこやか係

　　及びこども保健係の所管に属するものを除く。）。

４　須磨区役所北須磨支所保健福祉課こども保健係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　児童の保護及び育成に関すること（こども福祉係，保護係，福祉事務所及びこども家庭

　　局こども家庭センターの所管に属するものを除く。）。

　⑵　母子保健事業の企画，調整及び実施に関すること。

　⑶　健診事業等の実施及び保健の指導に関すること（あんしんすこやか係の所管に属するも

　　のを除く。）。

　⑷　健康教育の実施に関すること（あんしんすこやか係の所管に属するものを除く。）。

　⑸　医療給付事務に関すること（あんしんすこやか係の所管に属するものを除く。）。

　⑹　妊産婦，乳幼児及び児童の保健の指導に関すること。

　⑺　子育て支援の推進に関すること（こども福祉係及び健康局保健所の所管に属するものを

　　除く。）。

　⑻　保健福祉に係る訪問指導に関すること（あんしんすこやか係に属するものを除く。）。

　⑼　栄養に係る相談及び指導に関すること。

　⑽　成人保健事業及び老人保健事業の実施に関すること（あんしんすこやか係に属するもの

　　を除く。）。

　⑾　前各号に掲げるもののほか，指導業務及び相談業務に関すること（あんしんすこやか係

　　及びこども福祉係の所管に属するものを除く。）。

５　須磨区役所北須磨支所保健福祉課保護係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　身体障害者その他の要保護者の発見，調査及び指導に関すること（くらし支援係の所管

　　に属するものを除く。）。

　⑵　生活保護法に規定する被保護者の属する世帯の児童の保護及び育成に関すること（こど

　　も家庭局こども家庭センターの所管に属するものを除く。）。

　⑶　行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

　⑷　被保護者等緊急援護資金貸付金に関すること（福祉局保護課の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑸　神戸市遺留金取扱条例に関すること（福祉局保護課の所管に属するものを除く。）。

６　須磨区役所北須磨支所保健福祉課くらし支援係は，身体障害者その他の要保護者の発見，

　調査及び指導に関する事務（保護係の所管に属するものを除く。）を分掌する。

　（区役所出張所）

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１５４８



１５４９

第１５０条　西区役所西神中央出張所（以下「西神中央出張所」という。）は，西区役所総務部

　の所管とし，課相当の事務所とする。

２　西神中央出張所の事務分掌は，次のとおりとする。

　⑴　所の庶務に関すること。

　⑵　文書の収受，編さん及び保存に関すること。

　⑶　会計及び予算の経理に関すること。

　⑷　庁舎管理に関すること。

　⑸　民生委員の推薦に関すること。

　⑹　各種団体との連絡及び調整に関すること。

　⑺　老人クラブその他老人福祉に関すること。

　⑻　選挙に関すること（区選挙管理委員会の所管に属するものを除く。）。

　⑼　出入国管理及び難民認定法に関すること。

　⑽　日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に

　　関すること。

　⑾　埋葬又は火葬の許可及び死産の届出の受理に関すること。

　⑿　住民の認定に関すること。

　⒀　住民基本台帳及び印鑑（認可地縁団体印鑑を除く。）の登録並びに戸籍に係る届出の受

　　付に関すること。

　⒁　写し，謄本又は抄本，証明書その他の即時に処理を要する文書の作成及び交付に関する

　　こと。

　⒂　通知カード及び個人番号カードに関すること。

　⒃　公的個人認証に係る電子証明書（以下この条において「電子証明書」という。）の発行

　　に関すること。

　⒄　証明，閲覧，通知カード及び個人番号カードの再交付並びに電子証明書の発行に係る手

　　数料の調定及び収納に関すること。

　⒅　就学に関すること。

　⒆　国民健康保険に関すること。

　⒇　国民年金に関すること。

　肝　特定障害者に係る特別障害給付金に関すること。

　艦　年金生活者支援給付金に関すること。

　莞　後期高齢者医療に関すること。

　観　介護保険に関すること。

　諌　高齢期移行者医療費助成に関すること。

　貫　こども医療費助成に関すること。

　還　重度障害者医療費助成に関すること。

　鑑　ひとり親家庭等医療費助成に関すること。

　間　高齢重度障害者医療費助成に関すること。

　閑　前各号に掲げるもののほか，保健及び福祉に関すること（保健福祉サービス窓口に限 

　　る。）。

　関　市税に関する証明書の作成及び交付並びにこれらに係る手数料の調定及び収納に関する
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　　こと。

　陥　市税その他徴収金の収納に関すること。

　韓　西区役所櫨谷出張所及び平野出張所に関すること。

３　北区役所山田出張所（以下「山田出張所」という。）は，北区総務部総務課の所管とし，

　北神区役所有馬出張所（以下「有馬出張所」という。），北神区役所道場出張所（以下「道

　場出張所」という。），北神区役所八多出張所（以下「八多出張所」という。），北神区役

　所大沢出張所（以下「大沢出張所」という。），北神区役所長尾出張所（以下「長尾出張 

　所」という。）及び北神区役所淡河出張所（以下「淡河出張所」という。）は，北神区役所

　市民課の所管とし，西区役所伊川谷出張所（以下「伊川谷出張所」という。），西区役所櫨

　谷出張所（以下「櫨谷出張所」という。），西区役所押部谷出張所（以下「押部谷出張所」

　という。），西区役所平野出張所（以下「平野出張所」という。），西区役所神出出張所 

　（以下「神出出張所」という。）及び西区役所岩岡出張所（以下「岩岡出張所」という。）

　は，西区役所総務部総務課の所管とし，係相当の事務所とする。

４　山田出張所，有馬出張所，道場出張所，八多出張所，大沢出張所，長尾出張所，淡河出張

　所，伊川谷出張所，櫨谷出張所，押部谷出張所，平野出張所，神出出張所及び岩岡出張所の

　事務分掌は，次のとおりとする。

　⑴　住民票の写しの作成及び交付に関すること。

　⑵　住民票記載事項証明書の作成及び交付に関すること。

　⑶　戸籍及び除かれた戸籍の謄本及び抄本の作成及び交付に関すること。

　⑷　戸籍及び除かれた戸籍の全部事項証明書，個人事項証明書及び一部事項証明書の作成及

　　び交付に関すること。

　⑸　戸籍の附票の写しの作成及び交付に関すること。

　⑹　印鑑登録証明書（認可地縁団体印鑑登録証明書を除く。）の作成及び交付に関すること。

　⑺　税に関する証明書（租税特別措置法施行令に基づく証明書を除く。）の作成及び交付に

　　関すること。

　⑻　まちづくりの推進及び調整に関すること。

　第５章を次のように改める。

　　　第５章　福祉事務所の組織

　（福祉事務所の組織）

第１５１条　神戸市福祉事務所（以下「福祉事務所」という。）及びその支所（以下この条にお

　いて「支所」という。）は，区役所の所管とする。

２　福祉事務所の組織は，次の表のとおりとする。

３　支所に，管理係，あんしんすこやか係，こども福祉係，保護係及びくらし支援係を置く。
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管理係　あんしんすこやか係健康福祉課福祉事務所

こども福祉係こども家庭支援課

保護係　くらし支援係生活支援課

管理係　あんしんすこやか係　保護係　くらし

支援係

保健福祉課（北福祉事務所

に限る。）

こども福祉係北神こども家庭支援課（北

福祉事務所に限る。）



１５５１

　（福祉事務所健康福祉課）

第１５２条　福祉事務所健康福祉課管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　福祉事務所及び課の庶務に関すること。

　⑵　支所の統括に関すること（須磨福祉事務所に限る。）。

２　福祉事務所健康福祉課あんしんすこやか係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　老人ホームへの入所等の措置に関すること（保健福祉課の所管に属するものを除く。）。

　⑵　身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号），知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７ 

　　号）及び児童福祉法の規定に基づく措置等に関すること（保健福祉課及びこども家庭局こ

　　ども家庭センターの所管に属するものを除く。）。

　⑶　障害者総合支援法の規定に基づく介護給付費等の支給等に関すること（保健福祉課の所

　　管に属するものを除く。）。

　⑷　特別児童扶養手当，障害児福祉手当，特別障害者手当その他福祉手当に関すること（保

　　健福祉課の所管に属するものを除く。）。

　⑸　心身障害者扶養共済制度に関すること（保健福祉課の所管に属するものを除く。）。

　⑹　児童福祉法の規定に基づく障害児通所給付費等及び障害児相談支援給付費等の支給等に

　　関すること（保健福祉課及びこども家庭局こども家庭センターの所管に属するものを除 

　　く。）。

　（福祉事務所こども家庭支援課）

第１５３条　福祉事務所こども家庭支援課こども福祉係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）の規定に基づ

　　く措置等に関すること（北神こども家庭支援課こども福祉係の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑶　こどもに関する諸手当に関すること（健康福祉課あんしんすこやか係及び北神こども家

　　庭支援課こども福祉係の所管に属するものを除く。）。

　⑷　保育料等の徴収に関すること（北神こども家庭支援課こども福祉係の所管に属するもの

　　を除く。）。

　（福祉事務所生活支援課）

第１５４条　福祉事務所生活支援課保護係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること。

　⑵　生活保護法の規定による保護の決定及び実施に関すること（くらし支援係並びに保健福

　　祉課保護係及びくらし支援係の所管に属するものを除く。）。

　⑶　生活保護に係る金銭の支出等に関すること（保健福祉課保護係の所管に属するものを除

　　く。）。

　⑷　生活保護法の規定による医療扶助及び介護扶助の事務に関すること（保健福祉課保護係

　　の所管に属するものを除く。）。

２　福祉事務所生活支援課くらし支援係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　生活保護法の規定による保護の決定及び実施に関すること（生活支援課保護係並びに保

　　健福祉課保護係及びくらし支援係の所管に属するものを除く。）。

　⑵　生活困窮者自立支援法に基づく支援に関すること（保健福祉課くらし支援係及び支所く
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　　らし支援係並びに福祉局保護課保護係及びくらし支援課くらし支援係の所管に属するもの

　　を除く。）。

　（福祉事務所保健福祉課）

第１５５条　福祉事務所保健福祉課管理係は，課の庶務に関することを分掌する。

２　福祉事務所保健福祉課あんしんすこやか係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　老人ホームへの入所等の措置に関すること（健康福祉課あんしんすこやか係の所管に属

　　するものを除く。）。

　⑵　身体障害者福祉法，知的障害者福祉法及び児童福祉法の規定に基づく措置等に関するこ

　　と（健康福祉課あんしんすこやか係及びこども家庭局こども家庭センターの所管に属する

　　ものを除く。）。

　⑶　障害者総合支援法の規定に基づく介護給付費等の支給等に関すること（健康福祉課あん

　　しんすこやか係の所管に属するものを除く。）。

　⑷　特別児童扶養手当，障害児福祉手当，特別障害者手当その他福祉手当に関すること（健

　　康福祉課あんしんすこやか係の所管に属するものを除く。）。

　⑸　心身障害者扶養共済制度に関すること（健康福祉課あんしんすこやか係の所管に属する

　　ものを除く。）。

　⑹　児童福祉法の規定に基づく障害児通所給付費等及び障害児相談支援給付費等の支給等に

　　関すること（健康福祉課あんしんすこやか係及びこども家庭局こども家庭センターの所管

　　に属するものを除く。）。

３　福祉事務所保健福祉課保護係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　生活保護法の規定による保護の決定及び実施に関すること（生活支援課保護係及びくら

　　し支援係並びに保健福祉課くらし支援係所管に属するものを除く。）。

　⑵　生活保護に係る金銭の支出等に関すること（生活支援課保護係の所管に属するものを除

　　く。）。

　⑶　生活保護法の規定による医療扶助及び介護扶助の事務に関すること（生活支援課保護係

　　の所管に属するものを除く。）。

４　福祉事務所保健福祉課くらし支援係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　生活保護法の規定による保護の決定及び実施に関すること（保護係並びに生活支援課保

　　護係及びくらし支援係の所管に属するものを除く。）。

　⑵　生活困窮者自立支援法に基づく支援に関すること（生活支援課くらし支援係及び支所く

　　らし支援係並びに福祉局保護課保護係及びくらし支援課くらし支援係の所管に属するもの

　　を除く。）。

　（福祉事務所北神こども家庭支援課）

第１５６条　福祉事務所北神こども家庭支援課こども福祉係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法の規定に基づく措置等に関すること（こ

　　ども家庭支援課こども福祉係の所管に属するものを除く。）。

　⑵　こどもに関する諸手当に関すること（健康福祉課あんしんすこやか係及びこども家庭支

　　援課こども福祉係の所管に属するものを除く。）。

　⑶　保育料等の徴収に関すること（こども家庭支援課こども福祉係の所管に属するものを除

　　く。）。
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　（福祉事務所支所）

第１５７条　福祉事務所支所管理係は，支所の庶務に関する事務を分掌する。

２　福祉事務所支所あんしんすこやか係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　老人ホームへの入所等の措置に関すること。

　⑵　身体障害者福祉法，知的障害者福祉法及び児童福祉法の規定に基づく措置等に関するこ

　　と（こども家庭局こども家庭センターの所管に属するものを除く。）。

　⑶　障害者総合支援法の規定に基づく介護給付費等の支給等に関すること。

　⑷　特別児童扶養手当，障害児福祉手当，特別障害者手当その他福祉手当に関すること。

　⑸　心身障害者扶養共済制度に関すること。

　⑹　児童福祉法の規定に基づく障害児通所給付費等及び障害児相談支援給付費等の支給等に

　　関すること（こども家庭局こども家庭センターの所管に属するものを除く。）。

３　福祉事務所支所こども福祉係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法の規定に基づく措置等に関すること。

　⑵　こどもに関する諸手当に関すること。

　⑶　保育料等の徴収に関すること。

４　福祉事務所支所保護係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　生活保護法の規定による保護の決定及び実施に関すること（支所くらし支援係の所管に

　　属するものを除く。）。

　⑵　生活保護に係る金銭の支出等に関すること。

　⑶　生活保護法の規定による医療扶助及び介護扶助の事務に関すること。

５　福祉事務所支所くらし支援係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　生活保護法の規定による保護の決定及び実施に関すること（支所保護係の所管に属する

　　ものを除く。）。

　⑵　生活困窮者自立支援法に基づく支援に関すること（生活支援課くらし支援係及び保健福

　　祉課くらし支援係並びに福祉局保護課保護係及びくらし支援課くらし支援係の所管に属す

　　るものを除く。）。

　第６章を次のように改める。

　　　第６章　事業所の組織

　（事業所）

第１５８条　市長の事務部局に属する事業所として，別表第１名称の欄に掲げる事業所（以下単

　に「事業所」という。）を置く。

２　事業所は，別表第１所属の欄に定める組織に所属し，同表区分の欄に定めるとおり，第１

　類の事業所（部に相当するものをいう。），第２類の事業所（課に相当するものをいう。），

　第３類の事業所（係に相当するものをいう。）及び第４類の事業所（これら以外のものをい

　う。）に区分する。

３　事業所は，別表第１主たる事務所の欄に定める位置に主たる事務所を置く。

　（東京事務所）

第１５９条　企画調整局東京事務所は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　国会，各省庁その他関係機関との連絡に関すること。

　⑵　市政に関係のある情報の収集及び発信並びに資料の収集に関すること。
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　⑶　市政，観光等の紹介に関すること。

　⑷　前３号に掲げるもののほか，特命事項に関すること。

　⑸　前各号に附随する事務に関すること。

　（男女共同参画センター）

第１６０条　企画調整局企画課男女共同参画センターは，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　男女共同参画計画に係る計画の推進に関すること。

　⑵　男女共同参画に係る啓発に関すること。

　⑶　男女共同参画に係る施策の立案並びに連絡及び調整に関すること。

　⑷　男女共同参画を推進するための調査及び研究に関すること。

　⑸　婦人大学に関すること。

　⑹　神戸市立男女共同参画計画審議会に関すること。

　⑺　男女共同参画苦情処理委員に関すること。

　⑻　神戸市男女いきいき事業所表彰選考委員会に関すること。

　⑼　男女共同参画センターの管理及び運営に関すること。

　（職員研修所）

第１６１条　行財政局職員研修所（以下「職員研修所」という。）は，次に掲げる事務を分掌す

　る。

　⑴　職員研修所の庶務及び管理に関すること。

　⑵　職員の研修その他の人材育成に関すること。

　⑶　提案制度に関すること。

　⑷　前３号に掲げるもののほか，人材育成に関すること。

　（三宮証明サービスコーナー）

第１６２条　行財政局住民課三宮証明サービスコーナーは，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　次に掲げる文書の作成及び交付に関すること。

　　ア　住民票の写し

　　イ　住民票記載事項証明書

　　ウ　戸籍及び除かれた戸籍の謄本及び抄本

　　エ　戸籍及び除かれた戸籍の全部事項証明書，個人事項証明書及び一部事項証明書

　　オ　戸籍の附票の写し

　　カ　印鑑登録証明書（認可地縁団体印鑑登録証明書を除く。）

　⑵　税に関する証明書（租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号）に基づく証明書を除

　　く。）の作成及び交付に関すること。

　⑶　証明の手数料の調定及び収納に関すること。

　（市税の窓口）

第１６３条　行財政局税務部市民税課東灘市税の窓口，灘市税の窓口，中央市税の窓口，兵庫市

　税の窓口，北市税の窓口，北神市税の窓口，長田市税の窓口，須磨市税の窓口，垂水市税の

　窓口及び西市税の窓口（以下「市税の窓口」という。）は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　市税に関する証明及び閲覧並びにこれらに係る手数料の調定及び収納に関すること。

　⑵　市税その他徴収金の収納に関すること。

　（博物館）
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第１６４条　文化スポーツ局博物館（以下「博物館」という。）の組織は，次の表のとおりとす

　る。

　（博物館管理課）

第１６５条　博物館管理課管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　博物館の庶務に関すること。　

　⑵　施設及び設備の管理に関すること。

　⑶　入館料その他事業収入の収納に関すること。

　⑷　神戸市立博物館協議会に関すること。

　⑸　博物館小磯記念美術館との連絡及び調整に関すること。

　（博物館学芸課）

第１６６条　博物館学芸課事業係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　特別展，企画展その他展覧会の開催の計画及び実施に関すること。

　⑵　講演会，講習会，研究会その他の事業の計画及び実施に関すること。

　⑶　神戸市立博物館の広報及び広聴に関すること。

　⑷　神戸市立博物館，神戸市立小磯記念美術館及び神戸ゆかりの美術館の展覧会の計画及び

　　実施に係る連絡及び調整に関すること。

２　博物館学芸課学芸係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　神戸市立博物館資料の収集及び保存に関すること。

　⑵　神戸市立博物館資料の調査及び研究に関すること。

　⑶　神戸市立博物館資料の陳列等による文化知識の普及及び啓発に関すること。

　（博物館小磯記念美術館）

第１６７条　博物館小磯記念美術館管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　博物館小磯記念美術館の庶務に関すること。

　⑵　施設及び設備の管理に関すること。

　⑶　入館料その他事業収入に関すること。

　⑷　講演会，講習会，研究会その他の事業の実施に関すること。

　⑸　神戸市立小磯記念美術館及び神戸ゆかりの美術館の広報及び広聴に関すること。

　⑹　神戸市立小磯記念美術館協議会に関すること。

　⑺　博物館小磯記念美術館神戸ゆかりの美術館との連絡及び調整に関すること。

２　博物館小磯記念美術館学芸係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　神戸市立小磯記念美術館及び神戸ゆかりの美術館（以下この項において「美術館」とい

　　う。）の展覧会の開催の計画及び実施に関すること。

　⑵　美術館資料の収集及び保存に関すること。

　⑶　美術館資料の調査及び研究に関すること。

　⑷　美術館資料の陳列等による文化知識の普及及び啓発に関すること。

３　博物館小磯記念美術館神戸ゆかりの美術館は，次に掲げる事務を分掌する。
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　⑴　神戸ゆかりの美術館の管理及び運営に関すること。

　⑵　神戸ゆかりの美術館資料の管理及び展示に関すること。

　⑶　講演会，講習会，講座その他の事業の実施に関すること。

　（中央図書館）

第１６８条　文化スポーツ局中央図書館（以下「中央図書館」という。）の組織は，次の表のと

　おりとする。

　（中央図書館総務課）

第１６９条　中央図書館総務課総務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　中央図書館の庶務に関すること。

　⑵　施設及び設備の管理に関すること。

　⑶　東灘図書館，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，須磨図書館，垂水図書館及び西図書館に関すること（企画情報係及び利用サービス課

　　の所管に属するものを除く。）。

２　中央図書館総務課企画情報係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　図書館に係る施策の企画立案及び調整に関すること。

　⑵　図書館情報ネットワークシステムの運用に関すること。

　⑶　情報化に係る調査，研究及び開発に関すること。

　⑷　図書館に係る評価及び改善に関すること。

　⑸　各種統計に関すること。

　⑹　図書館に係る職員研修の計画及び実施に関すること。

　⑺　地域連携の推進に関すること。

　⑻　神戸市立図書館協議会に関すること。

　（中央図書館利用サービス課）

第１７０条　中央図書館利用サービス課市民サービス係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　図書館資料の利用に関すること。

　⑵　一般図書，児童図書及び視聴覚資料に関すること。

　⑶　子どもの読書活動推進に関すること。

　⑷　読書会，研究会，講演会，展示会，鑑賞会，おはなし会等に関すること。

　⑸　郵送貸出及び対面朗読に関すること。

　⑹　自動車図書館に関すること。

２　中央図書館利用サービス課調査相談係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　調査相談事務に関すること。

　⑵　専門図書，参考図書，特別コレクション等に関すること。

　⑶　郷土，行政資料及び震災関連資料に関すること。

　⑷　保存新聞に関すること。

　⑸　書庫内の図書の管理及び出納に関すること。

　⑹　書誌の編集に関すること。
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　⑺　相互貸借に関すること。

３　中央図書館利用サービス課資料係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　図書館資料の収集に関すること。

　⑵　図書館資料の分類，登録等に関すること。

　⑶　図書館資料の除籍及び再活用に関すること。

　⑷　書誌データの作成及び整備に関すること。

　⑸　製本及び図書館資料の補修に関すること。

　⑹　館報に関すること。

　（和光園）

第１７１条　福祉局和光園（以下「和光園」という。）は，次の各号のいずれかに該当する者を

　入所させて，これを保護するに必要な業務を行う。

　⑴　６５歳以上の者であって，身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により

　　居宅において養護を受けることが困難なもの

　⑵　１８歳以上の者であって，身体上又は精神上著しい欠陥があるため独立して日常生活を営

　　むことのできないもの

２　和光園は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　入所者の介護に関すること。

　⑵　入所者の生活指導に関すること。

　⑶　入所者の診療及び看護に関すること。

　⑷　入所者の栄養管理及び栄養指導に関すること。

　⑸　ケアハウス和光園に関すること。

　⑹　前各号に付随する事務に関すること。

　（障害者福祉センター）

第１７２条　福祉局障害者福祉センター（以下「障害者福祉センター」という。）に管理係及び

　相談判定係を置く。

２　障害者福祉センター管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　障害者福祉センターの庶務及び管理に関すること。

　⑵　障害者更生相談所，発達障害者支援センター及びひきこもり支援室の庶務に関すること

　（発達障害者支援センターの所管に属するものを除く。）。

　⑶　身体障害者福祉センターに関すること。

　⑷　関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑸　障害者の福祉の啓発に関すること（障害福祉課調整係の所管に属するものを除く。）。

　⑹　心身障害者扶養共済制度に関すること。

　⑺　重度心身障害者タクシー利用助成に関すること。

　⑻　重度心身障害者自動車燃料費助成に関すること。

　⑼　重度心身障害介護手当，特別児童扶養手当，障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに

　　福祉手当（経過措置分に限る。）に関すること。

　⑽　他の係の所管に属しない事項に関すること。

３　障害者福祉センター相談判定係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　障害者等の相談に関すること。
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　⑵　障害者等の療育指導及び医学的診断に関すること。

　（障害者更生相談所）

第１７３条　福祉局障害者更生相談所は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　身体障害者，知的障害者及び発達障害者（以下この条において「障害者」という。）の

　　相談及び指導に関すること。

　⑵　障害者の医学的，心理学的及び職能的判定に関すること。

　⑶　補装具費支給の要否についての判定に関すること及び補装具の適合判定に関すること。

　⑷　更生医療の判定に関すること。

　⑸　身体障害者手帳及び療育手帳に関すること。

　⑹　市民福祉調査委員会に関すること（身体障害者福祉法第１５条第２項の規定による医師の

　　指定に係るものに限る。）。

　⑺　障害者に関する調査，研究，研修及び情報の提供に関すること。

　⑻　関係機関への障害者に関する技術的援助及び助言に関すること。

　（さざんか療護園）

第１７４条　福祉局さざんか療護園（以下「さざんか療護園」という。）は，身体障害者であっ

　て，常時の介護を必要とするものを入所させ，治療し，及び養護するために必要な業務を行

　う。

２　さざんか療護園は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　入所者の介護に関すること。

　⑵　入所者の生活指導に関すること。

　⑶　入所者の診療及び看護に関すること。

　⑷　入所者の栄養管理及び栄養指導に関すること。

　⑸　入所者の機能回復訓練に関すること。

　⑹　前各号に付随する事務に関すること。

　（発達障害者支援センター）

第１７５条　福祉局発達障害者支援センター（以下「発達障害者支援センター」という。）は，

　次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　発達障害者支援センターの庶務及び管理に関すること（障害者福祉センターの所管に属

　　するものを除く。）。

　⑵　発達障害者（発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第２条第２項に規定する発達

　　障害者をいう。以下同じ。）及びその家族に対する専門的な相談及び助言に関すること。

　⑶　発達障害者に対する専門的な発達支援に関すること。

　⑷　医療，保健，福祉，教育その他これらに類するものに係る業務（次号において「医療等

　　の業務」という。）を行う関係機関及び民間団体並びにこれらに従事する者に対する発達

　　障害（発達障害者支援法第２条第１項に規定する発達障害をいう。以下同じ。）に係る情

　　報提供及び研修に関すること。

　⑸　発達障害に関して，医療等の業務を行う関係機関及び民間団体との連絡及び調整に関す

　　ること。

　⑹　障害者更生相談所及びこども家庭局こども家庭センターとの連絡及び調整に関すること

　（福祉局障害者支援課及びこども家庭局家庭支援課の所管に属するものを除く。）。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１５５８



１５５９

　⑺　前各号に掲げるもののほか，発達障害者に対する支援に関すること（こども家庭局家庭

　　支援課の所管に属するものを除く。）。

　（ひきこもり支援室）

第１７６条　福祉局ひきこもり支援室（以下「ひきこもり支援室」という。）は，次に掲げる事

　務を分掌する。

　⑴　ひきこもり支援室の庶務及び管理に関すること（障害者福祉センターの所管に属するも

　　のを除く。）。

　⑵　ひきこもり状態にある者及びその家族等への相談支援に関すること。

　⑶　ひきこもりに関する情報発信並びに関係機関等との連携及び調整に関すること。

　（保健所）

第１７７条　健康局保健所の組織は，次の表のとおりとする。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

係又は第３類の事業所課又は第２類の事業所部

管理係　口腔保健支援センター　精神保健福祉係保健課

結核・感染症係　予防接種係予防衛生課

医務係　薬務係医務薬務課

食品衛生係　環境衛生係生活衛生課

母子保健係家庭支援課

公衆衛生係　監視係東部衛生監視事務所

公衆衛生係　監視係西部衛生監視事務所

公衆衛生係　監視係北衛生監視事務所

公衆衛生係　監視係垂水衛生監視事務所

公衆衛生係　監視係西衛生監視事務所

事務係　感染症部　生活科学部環境保健研究所

食品衛生検査所

食肉衛生検査所

精神保健福祉センター

管理係　あんしんすこやか係　こども保健係東灘保健センター

管理係　あんしんすこやか係　こども保健係灘保健センター

管理係　あんしんすこやか係　こども保健係中央保健センター

管理係　あんしんすこやか係　こども保健係兵庫保健センター

管理係　あんしんすこやか係　こども保健係北保健センター

管理係　あんしんすこやか係　こども保健係北神保健センター

管理係　あんしんすこやか係　こども保健係長田保健センター

管理係　あんしんすこやか係　こども保健係　北

須磨管理係　北須磨あんしんすこやか係　北須磨

こども保健係

須磨保健センター

管理係　あんしんすこやか係　こども保健係垂水保健センター

管理係　あんしんすこやか係　こども保健係西保健センター

あんしんすこやか係健康福祉課東灘保健

福祉部 こども保健係こども家庭支援課



２　東部衛生監視事務所，西部衛生監視事務所，北衛生監視事務所，垂水衛生監視事務所及び

　西衛生監視事務所（以下「衛生監視事務所」という。），東灘保健センター，灘保健センタ

　ー，中央保健センター，兵庫保健センター，北保健センター，長田保健センター，須磨保健

　センター，垂水保健センター及び西保健センター（以下「保健センター」という。）並びに

　東灘保健福祉部，灘保健福祉部，中央保健福祉部，兵庫保健福祉部，北保健福祉部，長田保

　健福祉部，須磨保健福祉部，垂水保健福祉部及び西保健福祉部（以下「保健福祉部」とい 

　う。）の所管区域は，別表第２のとおりとする。

　（保健所保健課）

第１７８条　保健所保健課管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　保健所及び課の庶務並びに保健所内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。　

　⑵　保健事業に係る経費に関する保健センター，区役所及び須磨区北須磨支所との調整に関

　　すること。

　⑶　医師臨床研修，歯科医師臨床研修及び実習生の受入れに関すること。

　⑷　難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）に関すること（こども

　　家庭局家庭支援課母子保健係の所管に属するものを除く。）。

　⑸　公害健康被害の補償等に関する法律（昭和４８年法律第１１１号）に関すること。

　⑹　神戸市公害健康被害認定審査会に関すること。

　⑺　神戸市公害診療報酬審査委員会に関すること。

　⑻　石綿による健康被害の救済に関する法律（平成１８年法律第４号）に基づく申請及び請求

　　に関すること。

　⑼　口腔保健支援センターとの連絡及び調整に関すること。

　⑽　神戸市立こうべ市歯科センターに関すること。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１５６０

あんしんすこやか係健康福祉課灘保健福

祉部 こども保健係こども家庭支援課

あんしんすこやか係健康福祉課中央保健

福祉部 こども保健係こども家庭支援課

あんしんすこやか係健康福祉課兵庫保健

福祉部 こども保健係こども家庭支援課

あんしんすこやか係健康福祉課北保健福

祉部 こども保健係こども家庭支援課

あんしんすこやか係保健福祉課

こども保健係北神こども家庭支援課

あんしんすこやか係健康福祉課長田保健

福祉部 こども保健係こども家庭支援課

あんしんすこやか係健康福祉課須磨保健

福祉部 こども保健係こども家庭支援課

あんしんすこやか係　こども保健係保健福祉課

あんしんすこやか係健康福祉課垂水保健

福祉部 こども保健係こども家庭支援課

あんしんすこやか係健康福祉課西保健福

祉部 こども保健係こども家庭支援課



１５６１

　⑾　健康危機管理（感染症に係るものに限る。）に関すること（健康企画課調整係，予防衛

　　生課結核・感染症係及び保健センターの所管に属するものを除く。）。

　⑿　保健センターの事業に係る支援に関すること（難病対策事業，公害保健福祉事業，公害

　　健康被害予防事業及び石綿健康被害関連事業に限る。）。

２　保健所保健課口腔保健支援センターは，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　歯科口腔保健に関すること。

　⑵　保健センター及び区役所の事業に係る支援に関すること（歯科保健事業に限る。）。

３　保健所保健課精神保健福祉係は，次に掲げる事務所を分掌する。

　⑴　精神保健及び精神障害者の福祉に係る企画に関すること。

　⑵　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に係る精神科病院への立入検査及び指導並び

　　に入院措置に関すること。

　⑶　精神保健指定医に関すること。

　⑷　市民福祉調査委員会に関すること（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第９条第

　　１項に規定する事項に係るものに限る。）。

　⑸　保健センター，区役所及び須磨区役所北須磨支所の事業に係る支援に関すること（精神

　　保健福祉事業に限る。）。

　（保健所予防衛生課）

第１７９条　保健所予防衛生課結核・感染症係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課及び医務薬務課の庶務に関すること。

　⑵　結核及び感染症に係る連絡及び調整に関すること。

　⑶　結核対策の企画に関すること。

　⑷　保健医療審議会（感染症対策に関する事項に限る。）に関すること。

　⑸　結核及び感染症の発生動向の調査に関すること。

　⑹　結核及び感染症の対策及び疫学の調査に関すること。

　⑺　保健所感染症診査協議会に関すること。

　⑻　保健センターの事業に係る支援に関すること（結核及び感染症関連事業に限る。）。

　⑼　健康危機管理（感染症に係るものに限る。）に関すること（健康企画課調整係，保健課

　　管理係及び保健センターの所管に属するものを除く。）。

２　保健所予防衛生課予防接種係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　予防接種及び健康被害に関すること。

　⑵　神戸市予防接種健康被害調査委員会に関すること。

　⑶　保健センターの事業に係る支援に関すること（予防接種及び健康被害に限る。）。

　（保健所医務薬務課）

第１８０条　保健所医務薬務課医務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　医務に係る連絡及び調整に関すること。

　⑵　医療法等の規定に基づく病院，診療所，助産所，施術所，歯科技工所及び衛生検査所の

　　許可及び届出に関すること。

　⑶　医療監視の総括に関すること。

　⑷　介護老人保健施設及び介護医療院の実地指導に関すること。

　⑸　衛生検査所の立入検査の総括に関すること。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号



　⑹　医療に係る苦情の相談に関すること。

　⑺　保健センターの事業に係る支援に関すること（医務に限る。）。

　⑻　前各号に掲げるもののほか，医務に関すること。

２　保健所医務薬務課薬務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　薬務に係る連絡及び調整に関すること。

　⑵　医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第

　　１４５号）等に関すること。

　⑶　毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３号）に関すること。

　⑷　薬物の乱用の防止及び麻薬，覚せい剤等の対策に関すること。

　⑸　献血に関すること。

　⑹　保健センターの事業に係る支援に関すること（薬務に限る。）。

　⑺　給食施設指導に関すること。

　⑻　健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第７章に規定する特別用途表示等に関すること。

　⑼　食品表示法に関すること（東部衛生監視事務所公衆衛生係，西部衛生監視事務所公衆衛

　　生係，北衛生監視事務所公衆衛生係，垂水衛生監視事務所公衆衛生係及び西衛生監視事務

　　所公衆衛生係並びに経済観光局消費生活センター相談指導係の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑽　栄養の改善に関すること（健康企画課疾病対策係，区役所保健福祉部健康福祉課管理係，

　　北神区役所保健福祉課管理係及び須磨区役所北須磨支所保健福祉課管理係の所管に属する

　　ものを除く。）。

　⑾　前各号に掲げるもののほか，薬務に関すること。

　（保健所生活衛生課）

第１８１条　保健所生活衛生課食品衛生係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　食品衛生に関すること（東部衛生監視事務所公衆衛生係及び監視係，西部衛生監視事務

　　所公衆衛生係及び監視係，北衛生監視事務所公衆衛生係及び監視係，垂水衛生監視事務所

　　公衆衛生係及び監視係並びに西衛生監視事務所公衆衛生係及び監視係（以下「東部衛生監

　　視事務所公衆衛生係及び監視係等」という。）の所管に属するものを除く。）。

　⑵　家庭用品の安全対策に関すること。

　⑶　衛生監視事務所，食品衛生検査所及び食肉衛生検査所との連絡及び調整に関すること。

　⑷　神戸市食品衛生協会に関すること。

２　保健所生活衛生課環境衛生係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　環境衛生に関すること（東部衛生監視事務所公衆衛生係及び監視係等の所管に属するも

　　のを除く。）。

　⑵　動物衛生に関すること（東部衛生監視事務所公衆衛生係及び監視係等の所管に属するも

　　のを除く。）。

　⑶　犬の鑑札の交付に関すること。

　⑷　狂犬病予防注射済票の交付に関すること。

　⑸　犬又は猫の引取りに関すること。

　⑹　犬及び負傷動物等の収容に関すること。

　⑺　神戸市環境衛生協会に関すること。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１５６２



１５６３

　⑻　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に関

　　すること（衛生害虫に係る連絡及び調整に限る。）。

　（保健所家庭支援課）

第１８２条　保健所家庭支援課母子保健係は，区役所との事業に係る調整及び支援に関する事務

　（母子保健事業に限る。）を分掌する。

　（保健所衛生監視事務所）

第１８３条　保健所衛生監視事務所公衆衛生係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　衛生監視事務所の庶務に関すること。

　⑵　食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に関すること。

　⑶　食品表示法に関すること（医務薬務課薬務係及び経済観光局消費生活センター相談指導

　　係の所管に属するものを除く。）。

　⑷　魚介類行商条例（昭和３９年兵庫県条例第６１号）に関すること。

　⑸　食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第７０号）に関すること。

　⑹　と畜場法に関すること。

　⑺　旅館業法（昭和２３年法律第１３８号），興行場法（昭和２３年法律第１３７号），公衆浴場法，

　　理容師法（昭和２２年法律第２３４号），美容師法（昭和３２年法律第１６３号）及びクリーニング

　　業法（昭和２５年法律第２０７号）に関すること。

　⑻　化製場等に関する法律（昭和２３年法律第１４０号）に関すること。

　⑼　感染症及び食中毒に係る消毒に関すること。

　⑽　温泉法（昭和２３年法律第１２５号）に関すること。

　⑾　胞衣及び産汚物取締条例（昭和３９年兵庫県条例第４７号）に関すること。

　⑿　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）に関すること。

　⒀　狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）に関すること。

　⒁　動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）に関すること。

　⒂　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）に関すること。

　⒃　水道法（昭和３２年法律第１７７号）に関すること。

　⒄　特設水道条例（昭和３９年兵庫県条例第４７号）に関すること。

　⒅　ねずみ及び昆虫等の駆除等に関すること。

　⒆　所管区域の食品衛生協会及び環境衛生協会に関すること。

　⒇　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に関

　　すること（衛生害虫に係るものに限る。）。

　肝　神戸市人と猫との共生に関する条例に係る指導啓発に関すること。

　艦　第２号から前号までに掲げるもののほか，食品，環境及び動物の衛生に関すること。

２　保健所衛生監視事務所監視係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　食品衛生に係る施設の監視及び指導に関すること（公衆衛生係の所管に属するものを除

　　く。）。

　⑵　環境衛生に係る施設の監視及び指導に関すること（公衆衛生係の所管に属するものを除

　　く。）。

　⑶　動物衛生に係る施設の監視及び指導に関すること（公衆衛生係の所管に属するものを除

　　く。）。
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　⑷　遊泳用プールの指導に関すること。

　⑸　家庭用品の安全対策に関すること。

　⑹　飲料水の衛生に関すること。

　⑺　住宅宿泊事業法及び神戸市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例に係る監視指導に

　　関すること。

　（保健所環境保健研究所）

第１８４条　保健所環境保健研究所（以下「環境保健研究所」という。）は，衛生に関する調査，

　研究及び指導並びに衛生に関する試験及び検査に関する業務を行う。

２　保健所環境保健研究所事務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　所の庶務及び所内事務の連絡調整に関すること。

　⑵　手数料等の徴収に関すること。

　⑶　施設の管理に関すること。

　⑷　動物飼育等の検査及び研究に付随する業務に関すること。

　⑸　感染症の発生動向の調査に関すること（病原体の情報に関するものに限る。）。

　⑹　感染症及び食品衛生の信頼性確保業務に関すること。

３　保健所環境保健研究所感染症部は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　感染症，食中毒等の微生物学的試験検査及び調査研究に関すること。

　⑵　感染症の血清学的試験検査に関すること。

４　保健所環境保健研究所生活科学部は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　食品衛生の試験検査及び調査研究に関すること。

　⑵　家庭用品等の試験及び調査研究に関すること。

　⑶　大気汚染，水質汚濁等の試験検査及び調査研究に関すること。

　⑷　一般環境衛生の試験検査及び調査研究に関すること。

　（保健所食品衛生検査所）

第１８５条　保健所食品衛生検査所（以下「食品衛生検査所」という。）は，次に掲げる事務を

　分掌する。

　⑴　食品衛生検査所の庶務に関すること。

　⑵　経済観光局中央卸売市場運営本部本場及び東部市場の食品衛生に係る監視及び指導に関

　　すること（衛生監視事務所の所管に属するものを除く。）。

　⑶　食品の試験及び検査に関すること。

　（保健所食肉衛生検査所）

第１８６条　保健所食肉衛生検査所（以下「食肉衛生検査所」という。）は，次に掲げる事務を

　分掌する。

　⑴　食肉衛生検査所の庶務に関すること。

　⑵　と畜検査に関すること。

　⑶　食肉の試験及び検査に関すること。

　⑷　と畜場，と畜場に併設される食肉取扱施設及び食肉取扱業者の衛生監視及び指導に関す

　　ること（衛生監視事務所の所管に属するものを除く。）。

　（保健所精神保健福祉センター）

第１８７条　保健所精神保健福祉センター（以下「精神保健福祉センター」という。）は，次に
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　掲げる事務を分掌する。

　⑴　精神保健福祉センターの庶務及び管理に関すること。

　⑵　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第６条第２項に規定する精神保健福祉センタ

　　ーの業務に関すること。

　⑶　精神医療審査会に関すること。

　⑷　神戸いのち大切プランに関すること。

　⑸　神戸市自殺対策推進センターに関すること。

　⑹　保健センター，区役所及び須磨区役所北須磨支所の事業に係る支援に関すること（精神

　　保健福祉事業に限る。）。

　⑺　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５章第３節及び第４節の規定に基づき保健

　　所長を経てなされる届出及び報告に関すること。

　⑻　前各号に掲げるもののほか，精神保健及び精神障害者の福祉に係る調整及び実施並びに

　　自殺対策に関すること。

　（保健所保健センター）

第１８８条　保健所保健センター管理係及び須磨保健センター北須磨管理係は，次に掲げる事務

　を分掌する。

　⑴　センターの庶務並びにセンター内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　医務及び薬務に関すること。

　⑶　人口動態統計並びに保健衛生上の諸統計及び調査に関すること。

　⑷　健康危機管理（感染症に係るものに限る。）に関すること（あんしんすこやか係，こど

　　も保健係，健康企画課調整係，保健課管理係，予防衛生課結核・感染症係及び健康企画課

　　調整係の所管に属するものを除く。）。

２　保健所保健センターあんしんすこやか係及び須磨保健センター北須磨あんしんすこやか係

　は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　結核検診事業の企画，調整及び実施に関すること（こども保健係の所管に属するものを

　　除く。）。

　⑵　結核，感染症，慢性病等の対策に関すること（こども保健係の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑶　予防接種事業の企画，調整及び実施に関すること（こども保健係の所管に属するものを

　　除く。）。

　⑷　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第２２条第２項に関すること。

　⑸　精神保健に関すること。

　⑹　公害（アスベストを含む。）に関すること。

　⑺　特定疾病（難病に係るものに限る。）に関すること（医療給付事務を除く。）（こども

　　保健係の所管に属するものを除く）。

　⑻　歯科保健に係る相談及び指導に関すること（こども保健係の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑼　健康危機管理（感染症に係るものに限る。）に関すること（管理係，こども保健係，保

　　健課管理係，予防衛生課結核・感染症係及び健康企画課調整係の所管に属するものを除 

　　く。）。
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３　保健所保健センターこども保健係及び須磨保健センター北須磨こども保健係は，次に掲げ

　る事務を分掌する。

　⑴　予防接種事業の企画，調整及び実施に関すること（あんしんすこやか係の所管に属する

　　ものを除く。）。

　⑵　結核検診事業の企画，調整及び実施に関すること（あんしんすこやか係の所管に属する

　　ものを除く。）。

　⑶　結核，感染症の対策に関すること（あんしんすこやか係の所管に属するものを除く。）。

　⑷　特定疾病（難病に係るものに限る。）に関すること（あんしんすこやか係の所管に属す

　　るものを除く。）。

　⑸　歯科保健に係る相談及び指導に関すること（あんしんすこやか係の所管に属するものを

　　除く。）。

　⑹　健康危機管理（感染症に係るものに限る。）に関すること（管理係，あんしんすこやか

　　係，健康企画課調整係，保健課管理係及び予防衛生課結核・感染症係の所管に属するもの

　　を除く。）。

４　保健所北神保健センター管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　保健センターの庶務並びに保健センター内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　医務及び薬務に関すること。

　⑶　健康危機管理（感染症に係るものに限る。）に関すること（あんしんすこやか係，こど

　　も保健係，健康企画課調整係，保健課管理係及び予防衛生課結核・感染症係の所管に属す

　　るものを除く。）。

　（保健所保健福祉部）

第１８９条　保健所保健福祉部健康福祉課あんしんすこやか係，北保健福祉部保健福祉課あんし

　んすこやか係及び須磨保健福祉部保健福祉課あんしんすこやか係は，保健福祉に係る指導業

　務及び相談業務に関する事務（こども家庭支援課の所管に属するものを除く。）を分掌する。

２　保健所保健福祉部こども家庭支援課こども保健係，北保健福祉部北神こども家庭支援課こ

　ども保健係及び須磨保健福祉部保健福祉課こども保健係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　子育て支援の推進に関すること（区役所の所管に属するものを除く。）。

　⑵　前号に掲げるもののほか，保健福祉に係る指導業務及び相談業務に関すること（健康福

　　祉課あんしんすこやか係の所管に属するものを除く。）。

　（墓園管理センター）

第１９０条　健康局斎園管理課墓園管理センターは，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　市立墓園の庶務並びに管理及び運営に関すること。

　⑵　墓園，斎場の整備事業の設計及び工事の施行（建築及び設備の工事を除く。）に関する

　　こと。

　⑶　墓園，斎場施設の保守修繕の調査，設計及び施行に関すること（建築住宅局の所管に属

　　するものを除く。）。

　⑷　墓園施設の維持及び管理に関すること。

　⑸　前各号に掲げる事務に付随する事務に関すること。

　（斎場管理センター）

第１９１条　健康局斎園管理課斎場管理センターは，次に掲げる事務を分掌する。
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　⑴　甲南斎場，鵯越斎場，有馬斎場及び西神斎場の庶務並びに運営及びこれに付随する事務

　　に関すること。

　⑵　斎場施設の維持及び管理に関すること。

　（こども家庭センター）

第１９２条　こども家庭局こども家庭センター（以下「こども家庭センター」という。）に総務

　係，一時保護係，家庭支援係，発達相談係，養育支援係及び判定指導係を置く。

２　こども家庭センター総務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　こども家庭センターの庶務に関すること。

　⑵　里親養護費に関すること。

　⑶　児童福祉法（以下この条において「法」という。）第５６条の費用の徴収に関すること。

　⑷　法第２章第２節第１款に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費，同節第

　　４款に規定する肢体不自由児通所医療費，同章第４節第１款に規定する障害児入所給付費

　　及び特定入所障害児食費等給付費，同節第４款に規定する障害児入所医療費並びに同章第

　　５節第１款に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給の決定

　　に関すること（利用者負担額の決定に関することに限る。）（福祉事務所の所管に属する

　　ものを除く。）。

　⑸　児童の一時保護委託費の支払に関すること。

　⑹　こども家庭センターの他の係の所管に属さない事項に関すること。

３　こども家庭センター一時保護係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　一時保護児童の指導及び観察に関すること。

　⑵　一時保護児童の養護に関すること。

４　こども家庭センター家庭支援係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　養護（虐待を含む。）に係る児童の相談及び通告に関すること。

　⑵　前号に掲げる児童及びその家庭についての調査及び指導に関すること。

　⑶　里親の指導に関すること。

　⑷　第１号に掲げる児童及びその保護者の福祉措置に関すること。

　⑸　第１号に掲げる児童の一時保護の決定に関すること。

　⑹　第１号に掲げる児童の一時保護に係る委託に関すること。

５　こども家庭センター発達相談係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　発達に係る児童の相談及び知的障害児の判定に関すること。

　⑵　前号に掲げる児童及びその家庭についての調査及び指導に関すること。

　⑶　第１号に掲げる児童及びその保護者の福祉措置に関すること。

　⑷　法第２章第２節第１款に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費，同節第

　　４款に規定する肢体不自由児通所医療費，同章第４節第１款に規定する障害児入所給付費

　　及び特定入所障害児食費等給付費，同節第４款に規定する障害児入所医療費並びに同章第

　　５節第１款に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給の決定

　　に関すること（総務係及び福祉事務所の所管に属するものを除く。）。

　⑸　第１号に掲げる児童の一時保護の決定に関すること。

　⑹　第１号に掲げる児童の一時保護に係る委託に関すること。

６　こども家庭センター養育支援係は，次に掲げる事務を分掌する。
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　⑴　児童の相談（家庭支援係及び発達相談係の所管に属するものを除く。）に関すること。

　⑵　前号に掲げる児童及びその家庭についての調査及び指導に関すること。

　⑶　第１号に掲げる児童及びその保護者の福祉措置に関すること。

　⑷　第１号に掲げる児童の一時保護の決定に関すること。

　⑸　第１号に掲げる児童の一時保護に係る委託に関すること。

７　こども家庭センター判定指導係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　児童の心理学的，医学的，教育学的，社会学的及び精神保健上の判定に関すること（発

　　達相談係の所管に属するものを除く。）。

　⑵　児童の心理学的，医学的，教育学的，社会学的及び精神保健上の指導及び治療に関する

　　こと。

　（若葉学園）

第１９３条　こども家庭局若葉学園（以下「若葉学園」という。）に管理係，自立支援係及び指

　導係を置く。

２　若葉学園管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　学園の庶務及び学園内事務の連絡調整に関すること。

　⑵　若葉学園の他の係の所管に属しない事項に関すること。

３　若葉学園自立支援係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　入所又は通所の児童（以下この条において「入所等児童」という。）の生活指導及び養

　　護に関すること。

　⑵　入所等児童の入所，退所，調査，統計，保護及びカウンセリング等に関すること。

　⑶　警察，家庭裁判所その他関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑷　入所等児童の家庭に対する支援に関すること。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，入所等児童の自立支援に関すること。

４　若葉学園指導係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　入所等児童の学科及び職業の指導に関すること。

　⑵　入所等児童のクラブ及び行事の指導に関すること。

　⑶　入所等児童の退所後の自立支援に関すること。

　⑷　前３号に掲げるもののほか，入所等児童の指導に関すること。

　（総合療育センター）

第１９４条　こども家庭局総合療育センター（以下「総合療育センター」という。）に管理係，

　相談診療係，まるやま学園及びあけぼの学園を置く。

２　総合療育センター管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　総合療育センターの庶務並びに総合療育センター内の事務の連絡，調整及び改善に関す

　　ること。

　⑵　総合療育センターの車両の運行に関すること。

　⑶　関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑷　神戸市立児童発達支援センターの栄養指導及び給食に関すること。

　⑸　まるやま学園及びあけぼの学園の看護業務に関すること。

　⑹　前各号の事務に付随する事務に関すること。

　⑺　相談診療係，まるやま学園及びあけぼの学園の所管に属しない事項に関すること。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１５６８



１５６９

３　総合療育センター相談診療係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　知的障害のある児童及び身体又は精神に障害のある児童並びにそれらの疑いのある児童

　　（以下「障害のある児童等」という。）等に係る相談に関すること。

　⑵　障害のある児童等に係る診療，検査及び機能回復訓練に関すること。

　⑶　障害のある児童等に係る医学的判定及び心理学的判定に関すること。

　⑷　障害のある児童等に係る療育及び指導に関すること。

　⑸　障害のある児童等に係るグループ療育に関すること。

　⑹　前各号の事務に付随する事務に関すること。

４　総合療育センターまるやま学園は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　通園児童（小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下この項において同じ。）の

　　生活指導に関すること。

　⑵　前号に掲げるもののほか，通園児童の支援に関すること。

　⑶　前２号の事務に付随する事務に関すること。

５　総合療育センターあけぼの学園は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　通園児童（満１５歳から満１８歳に達するまでの者をいう。以下この項において同じ。）の

　　生活指導及び職業指導に関すること。

　⑵　前号に掲げるもののほか，通園児童の支援に関すること。

　⑶　前２号の事務に付随する事務に関すること。

　（東部療育センター）

第１９５条　こども家庭局東部療育センター（以下「東部療育センター」という。）にひまわり

　学園を置く。

２　東部療育センター（ひまわり学園を除く。）は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　東部療育センターの庶務並びに東部療育センター内の事務の連絡，調整及び改善に関す

　　ること。

　⑵　東部療育センターの車両の運行に関すること。

　⑶　関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑷　ひまわり学園の給食に関すること。

　⑸　障害のある児童等に係る相談に関すること。

　⑹　障害のある児童等に係る診療，検査及び機能回復訓練に関すること。

　⑺　障害のある児童等に係る療育及び指導に関すること。

　⑻　前各号の事務に付随する事務に関すること。

　⑼　ひまわり学園の所管に属しない事項に関すること。

３　東部療育センターひまわり学園は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　通園児童（小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下この項において同じ。）の

　　生活指導に関すること。

　⑵　前号に掲げるもののほか，通園児童の支援に関すること。

　⑶　前２号の事務に付随する事務に関すること。

　（西部療育センター）

第１９６条　こども家庭局西部療育センター（以下「西部療育センター」という。）にのばら学

　園を置く。
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２　西部療育センター（のばら学園を除く。）は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　西部療育センターの庶務並びに西部療育センター内の事務の連絡，調整及び改善に関す

　　ること。

　⑵　西部療育センターの車両の運行に関すること。

　⑶　関係機関との連絡及び調整に関すること。

　⑷　のばら学園の給食に関すること。

　⑸　障害のある児童等に係る相談に関すること。

　⑹　障害のある児童等に係る診療，検査及び機能回復訓練に関すること。

　⑺　障害のある児童等に係る療育及び指導に関すること。

　⑻　前各号の事務に付随する事務に関すること。

　⑼　のばら学園の所管に属しない事項に関すること。

３　西部療育センターのばら学園は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　通園児童（小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下この項において同じ。）の

　　生活指導に関すること。

　⑵　前号に掲げるもののほか，通園児童の支援に関すること。

　⑶　前２号の事務に付随する事務に関すること。

　（保育所）

第１９７条　別表第１魚崎保育所の項から王塚台保育所の項までに規定する事業所（以下「保育

　所」という。）は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　乳幼児の保育に関すること。

　⑵　前号に掲げる事務に付随する事務に関すること。

　（環境局事業所）

第１９８条　環境局東灘事業所，灘事業所，中央事業所，兵庫事業所，北事業所，長田事業所，

　須磨事業所，垂水事業所及び西事業所（以下「環境局事業所」という。）の所管区域は，別

　表第３のとおりとする。

２　環境局事業所は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　環境局事業所の庶務に関すること。

　⑵　作業用機材及び労務に関すること。

　⑶　自動車の配車の計画及び運行の管理に関すること。

　⑷　安全衛生に関すること。

　⑸　自動車事故に関すること。

　⑹　環境整備事業及び家庭系一般廃棄物の排出に係る啓発指導に関すること。

　⑺　市民の要望等の処理に関すること。

　⑻　廃棄物の違法処理の監視に関すること。

　⑼　所管の不動産及び施設の現場管理に関すること。

　⑽　一般廃棄物（し尿を除く。）の処理に係る手数料の徴収に関すること。

　⑾　家庭系一般廃棄物の収集及び運搬に関すること。

　⑿　作業の実施に伴う計画，統計及び報告に関すること。

　⒀　処理施設の管理に関すること。

　⒁　前各号に掲げるもののほか，環境整備（溝に係るものを除く。）に関すること。
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１５７１

　（自動車管理事務所）

第１９９条　環境局自動車管理事務所（以下「自動車管理事務所」という。）は，次に掲げる事

　務を分掌する。

　⑴　自動車管理事務所の庶務に関すること。

　⑵　自動車管理事務所の安全衛生に関すること。

　⑶　環境整備用自動車（以下この条において「自動車」という。）の設計，改良及び調達に

　　関すること。

　⑷　自動車の整備及び検査に関すること。

　⑸　機材，燃料，潤滑油等の調達，受払い及び管理に関すること。

　⑹　機材の修理に関すること。

　⑺　自動車の事故に関すること。

　⑻　前各号に附随する事務に関すること。

　（布施畑環境センター）

第２００条　環境局布施畑環境センターは，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　センターの庶務に関すること。

　⑵　一般廃棄物の搬入に関すること。

　⑶　一般廃棄物の埋立に関すること。

　⑷　一般廃棄物の破砕に関すること。

　⑸　センターの安全衛生に関すること。

　⑹　所管の不動産及び施設の現場管理に関すること。

　⑺　センター設備の小規模工事の設計監督に関すること。

　⑻　最終処分地への搬入に係る手数料及び費用の徴収に関すること。

　⑼　作業実施に伴う計画，統計及び報告に関すること。

　⑽　前各号に附随する事務に関すること。

　（クリーンセンター）

第２０１条　環境局クリーンセンター（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。以下「クリーンセンター」という。）は，一般廃棄物の焼却

　処理その他これに関連する業務を行う。

２　クリーンセンターは，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　クリーンセンターの庶務に関すること。

　⑵　一般廃棄物の搬入に関すること。

　⑶　一般廃棄物の焼却に関すること。

　⑷　一般廃棄物の破砕に関すること（港島クリーンセンターに限る。）。

　⑸　焼却灰の処分に関すること。

　⑹　クリーンセンターの安全衛生に関すること。

　⑺　所管の不動産及び施設の現場管理に関すること。

　⑻　クリーンセンター設備の小規模工事の設計監督に関すること。

　⑼　一般廃棄物の搬入に係る手数料の徴収に関すること。

　⑽　作業実施に伴う計画，統計及び報告に関すること。

　⑾　前各号に附随する事務に関すること。
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　（妙賀山クリーンセンター）

第２０２条　環境局施設課妙賀山クリーンセンターは，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　妙賀山クリーンセンターの管理及び運営に関すること。

　⑵　一般廃棄物の中継に関すること。

　⑶　前２号に掲げる事務に付随する事務に関すること。

　（苅藻島クリーンセンター）

第２０３条　環境局施設課苅藻島クリーンセンターは，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　苅藻島クリーンセンターの管理及び運営に関すること。

　⑵　一般廃棄物の中継に関すること。

　⑶　一般廃棄物の搬入に係る手数料の徴収に関すること。

　⑷　前各号に掲げる事務に付随する事務に関すること。

　（落合クリーンセンター）

第２０４条　環境局施設課落合クリーンセンターは，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　落合クリーンセンターの管理及び運営に関すること。

　⑵　一般廃棄物の中継に関すること。

　⑶　一般廃棄物の搬入に係る手数料の徴収に関すること。

　⑷　前各号に掲げる事務に付随する事務に関すること。

　（消費生活センター）

第２０５条　経済観光局消費生活センター（以下「消費生活センター」という。）に相談指導係，

　消費者教育係及び計量検査係を置く。

２　消費生活センター相談指導係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　センターの庶務に関すること。

　⑵　消費者行政に関する企画立案，連絡及び調整に関すること。

　⑶　神戸市消費生活会議及び神戸市消費者苦情処理審議会に関すること。

　⑷　消費生活情報の収集及び提供に関すること。

　⑸　消費生活の相談及び苦情処理に関すること。

　⑹　消費者安全法（平成２１年法律第５０号）に関すること。

　⑺　電気用品安全法（昭和３６年法律第２３４号）に関すること。

　⑻　ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）に関すること。

　⑼　消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第３１号）に関すること。

　⑽　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法律第１４９号）に

　　関すること（消防局の所管に属するものを除く。）。

　⑾　家庭用品品質表示法（昭和３７年法律第１０４号）に関すること。

　⑿　食品表示法（平成２５年法律第７０号）に関すること（健康局保健所医務薬務課薬務係，東

　　部衛生監視事務所公衆衛生係，西部衛生監視事務所公衆衛生係，北衛生監視事務所公衆衛

　　生係，垂水衛生監視事務所公衆衛生係及び西衛生監視事務所公衆衛生係の所管に属するも

　　のを除く。）。

　⒀　物価情報の収集及び提供に関すること。

３　消費生活センター消費者教育係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　消費者教育及び消費生活の啓発に関すること。
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１５７３

　⑵　消費生活に関する調査及び研究に関すること。

４　消費生活センター計量検査係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　計量法（平成４年法律第５１号）第２条第４項に規定する特定計量器（以下この項におい

　　て「特定計量器」という。）の定期検査及び再検査に関すること。

　⑵　特定計量器の定期検査に代わる計量士による検査等に係る届出に関すること。

　⑶　計量法に規定する立入検査，指導，勧告等に関すること。

　⑷　計量法第２条第１項に規定する計量（以下この項において「計量」という。）に関する

　　調査，研究及び啓発に関すること。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，計量に関すること。

　（農業振興センター）

第２０６条　経済観光局西農業振興センター（以下「西農業振興センター」という。）に西ふる

　里振興係，西生産振興係及び畜産振興係を，経済観光局北農業振興センター（以下「北農業

　振興センター」という。）に北ふる里振興係及び北生産振興係を置く。

２　西農業振興センター西ふる里振興係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　西農業振興センターの庶務に関すること。

　⑵　農業振興地域の管理に関すること。

　⑶　人と自然との共生ゾーンに関すること。

　⑷　都市農村交流の推進に関すること。

　⑸　登録農家制度に関すること。

　⑹　農地の有効活用の推進に関すること。

　⑺　日本型直接支払制度に関すること。

　⑻　農業の担い手の育成に関すること。

　⑼　農業振興資金に関すること。

　⑽　農業の統計調査，広報及び広聴に関すること。

　⑾　土地基盤整備の推進に関すること。

　⑿　農業・農業用施設の災害復旧に係る調査に関すること。

　⒀　農業委員会との連絡及び調整に関すること。

　⒁　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）及びその

　　関係法令に関すること（北農業振興センター北ふる里振興係及び経済観光局農政計画課計

　　画係の所管に属するものを除く。）。

　⒂　北農業振興センターとの連絡及び調整に関すること（他の課の所管に属することを除 

　　く。）。

　⒃　前各号に掲げるもののほか，農政に関する事務に関すること。

３　西農業振興センター西生産振興係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　米政策改革に関すること。

　⑵　兵庫県農業共済組合が行う農業共済事業（家畜共済事業を除く。）及び収入保険制度に

　　関すること。

　⑶　米麦の生産改善に関すること。

　⑷　園芸作物の振興に関すること。

　⑸　農業生産環境の改善，農業生産組織の育成及び集落営農事業の推進に関すること。
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　⑹　農業構造の改善及び集落の活性化のための事業の実施に関すること。

　⑺　観光農業に関すること。

　⑻　北農業振興センターとの連絡及び調整に関すること（他の課の所管に属することを除 

　　く。）。

　⑼　前各号に掲げるもののほか，農業の振興に関すること。

４　西農業振興センター畜産振興係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　畜産物の生産及び技術の普及に関すること。

　⑵　飼料作物の増産及び改良に関すること。

　⑶　家畜のふん尿の処理及び飼育環境の整備に関すること。

　⑷　家畜の衛生及び防疫に関すること。

　⑸　肉牛経営資金に関すること。

　⑹　こうべ育成牧場に関すること。

　⑺　畜産物の消費拡大に関すること。

　⑻　兵庫県農業共済組合が行う家畜共済事業に関すること。

　⑼　前各号に掲げるもののほか，畜産の振興に関すること。

５　北農業振興センター北ふる里振興係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　北農業振興センターの庶務に関すること。

　⑵　農業振興地域の管理に関すること（北区に係るものに限る。以下第１５号までにおいて同

　　じ。）。

　⑶　人と自然との共生ゾーンに関すること。

　⑷　都市農村交流の推進に関すること。

　⑸　登録農家制度に関すること。

　⑹　農地の有効活用の推進に関すること。

　⑺　日本型直接支払制度に関すること。

　⑻　農業の担い手の育成に関すること。

　⑼　農業振興資金に関すること。

　⑽　農業の統計調査，広報及び広聴に関すること。

　⑾　土地基盤整備の推進に関すること。

　⑿　農業・農業用施設の災害復旧に係る調査に関すること。

　⒀　農業委員会との連絡及び調整に関すること。

　⒁　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）及びその

　　関係法令に関すること（西農業振興センター西ふる里振興係及び経済観光局農政計画課計

　　画係の所管に属するものを除く。）。

　　⒂　前各号に掲げるもののほか，農政に関する事務に関すること。

６　北農業振興センター北生産振興係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　米政策改革に関すること（北農業振興センター北生産振興係にあっては，北区に係るも

　　のに限る。以下第８号までにおいて同じ。）。

　⑵　兵庫県農業共済組合が行う農業共済事業（家畜共済事業を除く。）及び収入保険制度に

　　関すること。

　⑶　米麦の生産改善に関すること。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１５７４



１５７５

　⑷　園芸作物の振興に関すること。

　⑸　農業生産環境の改善，農業生産組織の育成及び集落営農事業の推進に関すること。

　⑹　農業構造の改善及び集落の活性化のための事業の実施に関すること。

　⑺　観光農業に関すること。

　⑻　前各号に掲げるもののほか，農業の振興に関すること。

　（中央卸売市場運営本部本場等）

第２０７条　経済観光局中央卸売市場運営本部本場（以下「本場」という。），東部市場及び西

　部市場は，卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）に定める生鮮食料品等の取引の公正を確保す

　るため，神戸市中央卸売市場の管理，運営その他必要な事務を行う。

２　本場及び東部市場に管理係及び業務係を，西部市場に業務係を置く。

３　本場管理係及び東部市場管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　本場又は東部市場（以下この項において「市場」という。）の庶務並びに市場内の事務

　　の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　市場の予算の経理に関すること。

　⑶　補助事業の申請，報告及び清算に関すること。

　⑷　本場の運営の調査に関すること（本場に限る。）。

　⑸　東部市場の運営の調査に関すること（東部市場に限る。）。

　⑹　施設の整備の計画に関すること。

　⑺　市場施設の指定及び使用の許可に関すること。

　⑻　各種の使用料，償還金その他収入金の徴収に関すること。

　⑼　各種の保証金の徴収に関すること。

　⑽　市場の維持管理，保安衛生及び清掃に関すること。

　⑾　電気設備の保守管理に関すること。

　⑿　関連事業者（市長が定める食料品卸売業及び花き部（東部市場に限る。）に係る事業者

　　を除く。）に対する許可，その取消し，指導及び監督に関すること。

　⒀　本場に係る再整備事業に関すること（本場に限る。）。

４　本場業務係及び東部市場業務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　卸売業者，仲卸業者，売買参加者及び関連事業者（市長が定める食料品卸売業及び花き

　　部（東部市場に限る。）に関するものに限る。）の業務の許可，認可又は承認，その取消

　　し及び指導監督に関すること。

　⑵　関係事業者の業務の検査に関すること。

　⑶　卸売業者の財務の検査及び経営指導に関すること。

　⑷　仲卸業者及び関連事業者（市長が定める食料品卸売業及び花き部（東部市場に限る。）

　　に関するものに限る。）の財務の検査及び経営指導に関すること。

　⑸　調査統計及び流通の調査に関すること。

　⑹　買出人の指導に関すること。

５　西部市場業務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　西部市場及び食肉センターの庶務に関すること。

　⑵　西部市場及び食肉センターの予算の経理に関すること。

　⑶　西部市場及び食肉センターの維持管理，保安衛生及び清掃に関すること。
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　⑷　西部市場及び食肉センターの施設の整備に関すること。

　⑸　西部市場及び食肉センターの施設の指定及び使用の許可に関すること。

　⑹　各種の使用料，手数料，償還金その他収入金の徴収に関すること。

　⑺　各種の保証金の徴収に関すること。

　⑻　西部市場及び食肉センターの運営企画，調査及び統計に関すること。

　⑼　卸売業者，売買参加者及び関連事業者の業務の許可又は承認，その取消し及び指導監督

　　に関すること。

　⑽　卸売業者の業務検査及び財務検査に関すること。

　⑾　食肉取扱業者等の業務の指導監督に関すること。

　（王子動物園）

第２０８条　建設局王子動物園（以下「王子動物園」という。）は，動物の飼育及び展示をし，

　併せて動物に関する資料等の収集及び展示をして市民の利用に供し，その教養，レクリエー

　ション等に資するために必要な事業を行う。

２　王子動物園に運営係及び飼育展示係を置く。

３　王子動物園運営係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　王子動物園の庶務に関すること。

　⑵　入園料その他諸収入金の徴収に関すること。

　⑶　施設の管理に関すること。

　⑷　王子公園の動物園，動物園ホール及び駐車場に係る行為又は利用の許可に関すること 

　　（建設局公園部管理課管理係の所管に属するものを除く。）。

　⑸　王子公園の動物園，動物園ホール及び駐車場における公園施設の設置若しくは管理又は

　　占用の許可に関すること（建設局公園部管理課管理係の所管に属するものを除く。）。

　⑹　入園者の誘致その他広報に関すること。

　⑺　入園者に対するサービスその他諸催物に関すること。

４　建設局王子動物園飼育展示係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　動物の飼育及び繁殖に関すること。

　⑵　動物の保健及び治療に関すること。

　⑶　動物の展示に関すること。

　⑷　動物舎の管理に関すること。

　⑸　動物及び飼料の出納記録に関すること。

　⑹　動物病院の管理運営に関すること。

　⑺　動物の調査，研究及び園内教育に関すること。

　（建設事務所）

第２０９条　建設局東部建設事務所，中部建設事務所，北建設事務所，西部建設事務所，垂水建

　設事務所及び西建設事務所（以下「建設事務所」という。）は，土木関係施設及び公園緑地

　関係施設の管理及び工事の施行に関する事務を行う。

２　建設事務所の所管区域は，別表第４のとおりとする。

３　建設事務所に管理係，安全推進係及び公園緑地係を置く。

４　東部建設事務所，中部建設事務所及び西部建設事務所の管理係は，次に掲げる事務を分掌

　する。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１５７６



１５７７

　⑴　建設事務所の庶務並びに所内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　所掌の事務に関する市民からの要望の処理に関すること。

　⑶　道路愛護団体，河川愛護団体，まちの美緑花ボランティア（美化，緑化等を図る運動に

　　係るボランティアをいう。以下同じ。）等の助成に関すること。

　⑷　私道の整備の助成に関すること。

　⑸　都市公園の使用及び占用の許可（建設局公園部管理課管理係の所管に属するものを除 

　　く。）に関すること。

　⑹　所掌の事務に関する巡視及び不法占用対策に関すること。

　⑺　地域住民等との道路の美化に関する連絡及び調整に関すること。

　⑻　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に関

　　すること（道路の通行に支障のある雑草及び立木に係るものに限る。）。

　⑼　自転車駐車場及び放置された自転車等の保管場所の管理等放置自転車対策に関すること。

　⑽　道路照明灯及び街路灯の管理に係る事務に関すること。

　⑾　所掌の事務に関する工事用機材等の調達及び管理に関すること。

　⑿　所掌の事務に関する休日及び夜間の緊急連絡事務に関すること（東部建設事務所に限 

　　る。）。

５　東部建設事務所，中部建設事務所及び西部建設事務所の安全推進係は，次に掲げる事務を

　分掌する。

　⑴　安全なまちづくりの推進等に係る区役所との連絡及び調整に関すること。

　⑵　宅地造成工事の許可，検査，規制，指導その他これらに付随するものに関すること（建

　　設局防災課の所管に属するものを除く。）。

　⑶　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に関

　　すること（宅地造成工事規制区域の区域内の擁壁に係るものに限る。）。

　⑷　既成宅地の保全に関すること。

　⑸　道路，河川等の巡視及び不法占用対策に関すること（管理係の所管に属するものを除 

　　く。）。

　⑹　道路，溝渠及び河川の維持及び補修に関すること。

　⑺　道路，溝渠，公園及び河川の維持作業及び補修作業に関すること（公園緑地係の所管に

　　属するものを除く。）。

　⑻　道路の美化等に関すること。

　⑼　私道の整備に関する指導及び検査に関すること。

　⑽　道路の使用及び占用の許可，指導及び検査並びに溝渠の使用の許可に関すること。

　⑾　道路法第２４条に規定する承認等（公園緑地係の所管に属するものを除く。）に関する指

　　導，検査及び工事の調整に関すること。

　⑿　道路照明灯及び街路灯の管理の計画，維持及び補修その他の技術的事項に関すること 

　　（管理係の所管に属するものを除く。）。

　⒀　道路事業，街路事業及び河川事業の調査，設計及び工事の施行に関すること。

　⒁　治山砂防事業及び都市計画事業の工事の施行に関すること。

　⒂　道路及び河川の災害復旧の調査，設計及び工事の施行に関すること。

　⒃　前各号に掲げるもののほか，土木工事に関すること。
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６　東部建設事務所，中部建設事務所及び西部建設事務所の公園緑地係は，次に掲げる事務を

　分掌する。

　⑴　公園緑地の工事の調査，設計及び施行（建設局公園部整備課の所管に属するものを除 

　　く。）に関すること。

　⑵　街路樹及び緑地帯の工事の調査，設計及び施行に関すること。

　⑶　公園緑地，街路樹等の保全及び管理の設計及び施行に関すること。

　⑷　公園緑地の災害復旧の調査，設計及び工事の施行に関すること。

　⑸　市民公園の施設の助成に関すること。

　⑹　公園，花壇，街路樹，緑地帯等の維持及び管理に関すること（安全推進係の所管に属す

　　るものを除く。）。

　⑺　公園等の巡視及び不法占用対策に関すること（管理係の所管に属するものを除く。）。

　⑻　まちの美緑花ボランティア，市民花壇，市民の木等の育成及び技術の指導に関すること。

　⑼　都市公園の使用及び占用に関する指導及び検査に関すること。

　⑽　道路法第２４条に規定する承認（街路樹に係る工事又は街路樹の維持に係るものに限 

　　る。）に関する指導，検査及び工事の調整に関すること。

７　北建設事務所，垂水建設事務所及び西建設事務所の管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　建設事務所の庶務並びに所内の事務の連絡，調整及び改善に関すること。

　⑵　所掌の事務に関する市民からの要望の処理に関すること。

　⑶　道路愛護団体，河川愛護団体，まちの美緑花ボランティア等に関すること。

　⑷　私道の整備の助成に関すること。

　⑸　都市公園の使用及び占用の許可（建設局公園部管理課管理係の所管に属するものを除 

　　く。）に関すること。

　⑹　道路，河川，公園等の巡視及び不法占用対策に関すること。

　⑺　地域住民等との道路の美化に関する連絡及び調整に関すること。

　⑻　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に関

　　すること（道路の通行に支障のある雑草及び立木に係るものに限る。）。

　⑼　自転車駐車場及び放置された自転車等の保管場所の管理等放置自転車対策に関すること。

　⑽　道路照明灯及び街路灯の管理に係る事務に関すること（安全推進係の所管に属するもの

　　を除く。）。

　⑾　所掌の事務に関する工事用機材等の調達及び管理に関すること。

８　北建設事務所，垂水建設事務所及び西建設事務所の安全推進係は，次に掲げる事務を分掌

　する。

　⑴　安全なまちづくりの推進等に係る区役所との連絡及び調整に関すること。

　⑵　宅地造成工事の許可，検査，規制，指導その他これらに付随するものに関すること（建

　　設局防災課の所管に属するものを除く。）。

　⑶　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に関

　　すること（宅地造成工事規制区域の区域内の擁壁に係るものに限る。）。

　⑷　既成宅地の保全に関すること。

　⑸　道路，溝渠及び河川の維持及び補修に関すること。

　⑹　道路，溝渠，公園及び河川の維持作業及び補修作業に関すること（公園緑地係の所管に
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　　属するものを除く。）。

　⑺　道路の美化等に関すること。

　⑻　私道の整備に関する指導及び検査に関すること。

　⑼　道路の使用及び占用の許可，指導及び検査並びに溝渠の使用の許可に関すること。

　⑽　道路法第２４条に規定する承認等（公園緑地係の所管に属するものを除く。）に関する指

　　導，検査及び工事の調整に関すること。

　⑾　道路照明灯及び街路灯の管理の計画，維持，補修その他の技術的事項に関すること（管

　　理係の所管に属するものを除く。）。

　⑿　道路事業，街路事業及び河川事業の調査，設計及び工事の施行に関すること。

　⒀　治山砂防事業及び都市計画事業の工事の施行に関すること。

　⒁　道路及び河川の災害復旧の調査，設計及び工事の施行に関すること。

　⒂　前各号に掲げるもののほか，土木工事に関すること。

９　北建設事務所，垂水建設事務所及び西建設事務所の公園緑地係は，次に掲げる事務を分掌

　する。

　⑴　公園緑地の工事の調査，設計及び施行（建設局公園部整備課の所管に属するものを除 

　　く。）に関すること。

　⑵　街路樹及び緑地帯の工事の調査，設計及び施行に関すること。

　⑶　公園緑地，街路樹等の保全及び管理の設計及び施行に関すること。

　⑷　公園緑地の災害復旧の調査，設計及び工事の施行に関すること。

　⑸　市民公園の施設の助成に関すること。

　⑹　公園，花壇，街路樹，緑地帯等の維持及び管理に関すること（安全推進係の所管に属す

　　るものを除く。）。

　⑺　まちの美緑花ボランティア，市民花壇，市民の木等の育成及び技術の指導に関すること。

　⑻　都市公園の使用及び占用に関する指導及び検査に関すること。

　⑼　道路法第２４条に規定する承認（街路樹に係る工事又は街路樹の維持に係るものに限 

　　る。）に関する指導，検査及び工事の調整に関すること。

　（水環境センター）

第２１０条　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（以下「水環

　境センター」という。）に次の表に定める組織を置く。

２　水環境センターの所管する下水処理場（スラッジセンターを含む。以下同じ。）及びポン

　プ場並びに区域は，別表第５のとおりとする。

３　東水環境センター管理課サービス係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　水環境センターの庶務並びに水環境センター内の事務の連絡，調整及び改善に関するこ

　　と。
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サービス係　保全係管理課東水環境センター

施設係　水環境係施設課

サービス係　保全係　北下水道係管理課中央水環境センター

施設係　水環境第１係　水環境第２係施設課

サービス係　保全係　施設係　水環境係管理課西水環境センター

施設係　水環境係西神施設課



　⑵　下水道の利用及び普及に関する相談，啓発及び指導に関すること。

　⑶　汚水幹枝線，雨水管渠及び合流管渠（以下「下水管渠」という。）の調査，点検，補修，

　　保全，清掃その他の維持及び管理に関すること（保全係の所管に属するものを除く。）。

　⑷　汚水枝線の工事の申請の受付に関すること。

　⑸　下水管渠の悪質な排水の調査及び指導に関すること。

　⑹　下水道事業に係る資産の維持及び管理に関すること。

４　東水環境センター管理課保全係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　下水管渠等の工事の調査，設計及び検査に関すること（建設局下水道部管路課設計係及

　　び雨水係の所管に属するものを除く。）。

　⑵　下水管渠等の工事の施行に関すること。

　⑶　下水管渠の調査，点検，補修，保全，清掃その他の維持及び管理に関すること（サービ

　　ス係の所管に属するものを除く。）。

　⑷　所管する下水処理場等の小規模な土木工事の調査，設計及び検査に関すること。

　⑸　下水処理場等の土木工事の施行に関すること。

　⑹　下水処理場等の土木施設の保守及び修繕の調査，設計，施行及び検査に関すること。

　⑺　下水管 渠 及び下水処理場等の土木施設の災害復旧に関すること。
きょ

５　東水環境センター施設課施設係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　下水処理場等の設備工事の調査，設計，施行及び検査（建設局下水道部施設課設備係の

　　所管に属するものを除く。）に関すること。

　⑵　下水処理場等の設備の保守及び修繕の調査，設計，施行及び検査に関すること。

　⑶　下水処理場等その他の施設の保全に付随する業務に関すること。

６　東水環境センター施設課水環境係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　下水の排除及び処理に関すること。

　⑵　汚泥等の処理に関すること。

　⑶　下水処理場等その他の施設の運転及び保全に付随する業務に関すること。

　⑷　汚泥焼却施設等の運転の監理及び施設整備に関すること。

　⑸　水リサイクル施設の運転及び施設整備に関すること。

７　中央水環境センター管理課サービス係は，第３項各号に掲げる事務を分掌する。

８　中央水環境センター管理課保全係は，第４項各号に掲げる事務（北下水道係の所管に属す

　るものを除く。）を分掌する。

９　中央水環境センター管理課北下水道係は，北区の区域に係る第３項第２号から第６号まで

　及び第４項各号に掲げる事務を分掌する。

１０　中央水環境センター施設課施設係，水環境第１係及び水環境第２係は，次に掲げる事務を

　分掌する。

　⑴　第５項各号に掲げる事務に関すること（施設係及び水環境第２係に限る。）。

　⑵　第６項第１号から第３号までに掲げる事務に関すること（水環境第１係及び水環境第２

　　係に限る。）。

　⑶　し尿の処理に関すること（水環境第１係に限る。）。

１１　中央水環境センター施設課施設係，水環境第１係及び水環境第２係の係ごとの分掌事務は，

　建設局長が定める。
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１２　西水環境センター管理課サービス係は，第３項各号に掲げる事務を分掌する。

１３　西水環境センター管理課保全係は，第４項各号に掲げる事務を分掌する。

１４　西水環境センター管理課施設係は，第５項各号に掲げる事務（西区の区域に係るものを除

　く。）を分掌する。

１５　西水環境センター管理課水環境係は，第６項第１号から第３号までに掲げる事務（西区の

　区域に係るものを除く。）を分掌する。

１６　西水環境センター西神施設課施設係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　課の庶務に関すること（管理課サービス係の所管に属するものを除く。）。

　⑵　西区の区域に係る第５項各号に掲げる事務に関すること。

１７　西水環境センター西神施設課水環境係は，西区の区域に係る第６項第１号から第３号まで

　に掲げる事務を分掌する。

　（森林整備事務所）

第２１１条　建設局公園部森林整備事務所は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　森林の保護及び育成に係る調査，計画及び工事の施行に関すること（建設局防災課六甲

　　保全係の所管に属するものを除く。）。

　⑵　再度公園，外国人墓地その他自然公園施設等の設計，工事の施行及び維持管理に関する

　　こと。

　⑶　六甲山系におけるハイキングコースの維持補修に関すること。

　⑷　市有林の維持管理に係る作業に関すること。

　⑸　松くい虫，カシノナガキクイムシその他の森林病害虫の防除に関すること。

　⑹　山麓の電飾の維持管理に関すること。

　⑺　市有林に係る不動産の管理に関すること。

　⑻　再度公園の使用及び占用の許可に関すること（建設局公園部管理課管理係の所管に属す

　　るものを除く。）。

　⑼　神戸市立外国人墓地の使用の許可に関すること。

　⑽　前各号に掲げる事務に係る関係機関との連絡及び調整に関すること。

　（臨海整備事務所）

第２１２条　都市局新都市事業部臨海整備事務所（以下「臨海整備事務所」という。）に工事第

　１係及び工事第２係を置く。

２　臨海整備事務所工事第１係及び工事第２係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　臨海整備事務所の庶務に関すること（工事第１係に限る。）。

　⑵　臨海部の埋立工事，整備工事及び関連受託工事の実施及び監督に関すること。

　⑶　新都市整備事業に係る造成地（都市局新都市事業部工務課臨海工務係の所管に属するも

　　の並びに鶴甲団地，渦森台団地及び長峰団地に限る。以下この条において単に「造成地」

　　という。）の管理，状況調査，監視及び保全に関すること。

　⑷　造成地の貸付けに関すること。

　⑸　造成地の防災工事の施行手続に関すること。

　⑹　新都市整備事業に係る臨海部の植栽に関すること。

　⑺　新都市整備事業に係る臨海部の樹木，公園及び緑地の維持管理に関すること。

　⑻　新都市整備事業に係る臨海部の工事の実施及び監督に関すること。
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３　臨海整備事務所工事第１係及び工事第２係の係ごとの分掌事務は，都市局長が定める。

　（西神整備事務所）

第２１３条　都市局新都市事業部西神整備事務所（以下「西神整備事務所」という。）は，次に

　掲げる事務を行う。

　⑴　西神住宅団地，西神住宅第２団地，西神工業団地，西神第２工業団地，押部谷第２団地

　　及び神戸複合産業団地の整備に関すること。

　⑵　須磨ニュータウン，神戸研究学園都市，神戸流通業務団地及びひよどり台第２期住宅団

　　地の整備に関すること。

　⑶　多聞住宅団地，小束山団地，高尾台団地，丸山団地，夢野住宅団地，新鈴蘭台団地，ひ

　　よどり台住宅，有野住宅団地，有野台住宅団地及び有野第２期住宅団地に関すること。

　⑷　土砂運搬施設の跡地工事及び隧道等の管理に関すること。

２　西神整備事務所に事務係及び事業係を置く。

３　西神整備事務所事務係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　西神整備事務所の庶務並びに所内の事務の連絡及び調整に関すること。

　⑵　前号に掲げるもののほか，新都市の整備に必要な事項の諸調査に関すること。

　⑶　工事の施行手続に関すること。

　⑷　新都市整備事業に係る造成地及び取得地（工務課内陸工務係及び公園係の所管に属する

　　もの（臨海整備事務所の所管を除く。）に限る。以下「造成地」という。）の貸付けに関

　　すること。

４　西神整備事務所事業係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　内陸部の整備工事，防災工事の実施及び監督に関すること。

　⑵　内陸部の管理に関すること。

　⑶　前号に係る維持補修工事の設計，実施，調整，監督及び検査に関すること。

　⑷　内陸部の樹木の植栽，公園及び緑地工事の実施及び監督に関すること。

　⑸　内陸部の樹木，公園及び緑地の管理に関すること。

　⑹　内陸部の土砂運搬施設の跡地の整備工事の実施及び監督に関すること。

　⑺　内陸部の土砂運搬施設の跡地の管理に関すること（都市局新都市事業部工務課建築係及

　　び設備係の所管を除く。）。

　⑻　内陸部の公共公益施設用地等の移管図書の作成及びこれに伴う測量等に関すること。

　（神戸港管理事務所）

第２１４条　港湾局神戸港管理事務所（以下「神戸港管理事務所」という。）は，港湾施設及び

　普通財産の監視，保全，使用の許可及び使用料の徴収に関する事務を行う。

２　神戸港管理事務所に事務係及び管理係を置く。

３　神戸港管理事務所管理課事務係及び管理係は，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　神戸港管理事務所の庶務並びに所内の事務の連絡，調整及び改善に関すること（事務係

　　に限る。）。

　⑵　港湾施設の管理に関すること（港湾局経営企画課，海務課及び海岸防災課の所管に属す

　　るものを除く。）。

　⑶　港湾施設の使用の許可及び軽易かつ定例的な貸付け並びにこれらに伴う工作物の設置の

　　承認に関すること。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１５８２



１５８３

　⑷　所管区域内の施設の状況の調査，適正使用の推進及び監視保全並びに所管課への連絡に

　　関すること。

　⑸　港湾施設の使用及び各種作業の状況の掌握及び監督に関すること。

　⑹　貨物の搬入及び搬出の確認並びに強制移動に関すること。

　⑺　船舶の係留事務の連絡及び調整に関すること。

　⑻　使用料及び貸付料の徴収に関すること。

　⑼　須磨ヨットハーバーに関すること。

　⑽　港湾施設の美化及び清掃に関すること。

　⑾　事務所の所管の工事等の施行に関する事務手続に関すること。

　⑿　船舶給水（運搬給水を除く。）に関すること。

４　神戸港管理事務所管理課事務係及び管理係の係ごとの分掌事務は，港湾局長が定める。

　（明舞サービスコーナー）

第２１５条　垂水区役所総務部市民課明舞サービスコーナーは，次に掲げる事務を分掌する。

　⑴　第１６２条第１号に規定する文書の作成及び交付並びに同条第２号及び第３号に掲げる事

　　務に関すること。

　⑵　第１６２条第１号及び第２号に規定する文書に類する即時に処理を要する文書の作成及び

　　交付に関すること。

　⑶　住民の認定に関すること。

　⑷　印鑑（認可地縁団体印鑑を除く。）の登録の申請並びに住民基本台帳及び戸籍に係る届

　　出の受付に関すること。

　⑸　埋葬又は火葬の許可及び死産の届出の受付に関すること。

　⑹　住民の異動に伴う国民健康保険及び国民年金に関する届出の受付に関すること。

　⑺　就学に関すること。

　（第４類の事業所の分掌事務）

第２１６条　第４類の事業所（三宮証明サービスコーナー及び明舞サービスコーナーを除く。）

　の分掌事務は，所管部局の長が定める。

　　第７章を次のように改める。

　　第７章　職及び職務等

　（危機管理監，広報官，局長等）

第２１７条　本市に危機管理監及び広報官を置く。

２　局に局長を，区役所に区長等を，本部に本部長を，部（区役所の部を含む。以下同じ。）

　に部長を，室に室長を，課（区役所，区役所支所，福祉事務所及び事業所の課を含む。以下

　同じ。）に課長を，センターにセンター長を，ラボに所長を，係（区役所，区役所支所，福

　祉事務所及び事業所の係を含む。以下同じ。）に係長を置く。

３　市長室広報戦略部広聴課に広聴専門役を置く。

４　企画調整局情報化戦略部に情報システム専門官を置く。

５　企画調整局医療・新産業本部新産業部新産業課にイノベーション専門官を置く。

６　行財政局に業務改革専門官及び法務監察専門官を置く。

７　行財政局厚生課に主任相談員及び相談員を置く。

８　こども家庭局こども家庭センターに児童福祉法務専門官を置く。
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９　区役所支所に所長を，西神中央出張所に所長及び副所長を，山田出張所，有馬出張所，道

　場出張所，八多出張所，大沢出張所，長尾出張所，淡河出張所，伊川谷出張所，櫨谷出張所，

　押部谷出張所，平野出張所，神出出張所及び岩岡出張所に所長を置く。

１０　福祉事務所及び支所に所長を，北福祉事務所に担当部長（北神担当）を置く。

１１　第１類，第２類及び第３類の事業所に別表第１事業所の長の欄に定める事業所の長（以下

　「事業所長」という。）を置く。

１２　東京事務所，職員研修所，市税事務所，こども家庭センター，環境局事業所，自動車管理

　事務所，建設事務所及び森林整備事務所に副所長を，総合療育センターまるやま学園及びあ

　けぼの学園，東部療育センターひまわり学園並びに西部療育センターのばら学園に園長を，

　博物館に事務局長，事務室長，事務長及び副館長を，環境保健研究所に部長を置く。

１３　第４類の事業所に所管課の長（これに準ずるものを含む。）が任命する主任を置く。

第２１８条　市長は，特に必要があると認めるときは，次の各号に掲げる内部組織の区分に応じ，

　当該各号に定める補職名を置くことができる。

　⑴　局，局に相当する室及び本部（以下「局等」という。）　担当局長，副局長又は担当部

　　長

　⑵　局等並びに部並びに部に相当する室及び本部（以下「部等」という。）　担当課長（危

　　機管理室にあっては，担当部長又は担当課長）

　⑶　局等，部等並びに課並びに課に相当する室，センター及びラボ（以下「課等」とい 

　　う。）　担当係長又は守衛長

　⑷　区役所　副区長又は担当部長

　⑸　区役所支所　担当課長

　⑹　西神中央出張所　担当係長

　⑺　福祉事務所　担当部長又は担当課長

　⑻　福祉事務所支所　担当課長又は担当係長

　⑼　和光園　副園長

　⑽　ざざんか療護園　副園長

　⑾　保健所　担当部長

　⑿　環境保健研究所　副部長

　⒀　環境局事業所及び自動車管理事務所　担当係長又は作業長

　⒁　布施畑環境センター　担当係長又は作業長

　⒂　クリーンセンター　担当係長又は作業長

　⒃　消費生活センター　担当課長

　⒄　本場，東部市場及び西部市場　担当課長

　⒅　西農業振興センター及び北農業振興センター　担当課長

　⒆　王子動物園　副園長，担当係長又は総括班長

　⒇　建設事務所及び水環境センター　担当係長又は総括班長

　肝　臨海整備事務所及び西神整備事務所　担当課長

　艦　神戸港管理事務所　担当課長

２　前項第９号から第２２号までに掲げるもののほか，市長が特に必要があると認めるときは，

　第１類の事業所に副所長，担当課長又は担当係長を，第２類及び第３類の事業所に副所長又
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　は担当係長を置くことができる。

　（福祉事務所の職）

第２１９条　福祉事務所の所長は，区役所（北神区役所を除く。次項において同じ。）保健福祉

　部長をもって充てる。

２　福祉事務所健康福祉課，こども家庭支援課，生活支援課の課長及び課の職員は，それぞれ

　区役所保健福祉部健康福祉課，こども家庭支援課，生活支援課の課長及び課の職員を，福祉

　事務所健康福祉課管理係及びあんしんすこやか係，こども家庭支援課こども福祉係並びに生

　活支援課保護係及びくらし支援係の係長は，区役所保健福祉部健康福祉課管理係及びあんし

　んすこやか係，こども家庭支援課こども福祉係，生活支援課保護係及びくらし支援係の係長

　をもって充てる。

３　北福祉事務所保健福祉課の課長及び課の職員は，北神区役所保健福祉課の課長及び課の職

　員を，北福祉事務所保健福祉課管理係，あんしんすこやか係，保護係及びくらし支援係の係

　長は，北神区役所保健福祉課管理係，あんしんすこやか係，保護係及びくらし支援係の係長

　をもって充てる。

４　北福祉事務所北神こども家庭支援課の課長及び課の職員は，北神区役所こども家庭支援課

　の課長及び課の職員を，北福祉事務所北神こども家庭支援課こども福祉係の係長は，北神区

　役所こども家庭支援課こども福祉係の係長をもって充てる。

５　福祉事務所支所長は，須磨区役所北須磨支所保健福祉課長をもって充てる。

６　福祉事務所支所管理係，あんしんすこやか係，こども福祉係，保護係及びくらし支援係の

　係長並びに支所の職員は，区役所支所保健福祉課管理係，あんしんすこやか係，こども福祉

　係，保護係及びくらし支援係の係長並びに区役所支所保健福祉課の職員をもって充てる。

７　北福祉事務所担当部長（北神担当）は，北神区役所担当部長（総務・保健福祉担当）をも

　って充てる。

８　福祉事務所に置かれる担当部長，担当課長又は担当係長は，区役所の担当部長，担当課長

　又は担当係長のうち区役所（北神区役所を除く。）保健福祉部，北神区役所保健福祉課，北

　神区役所こども家庭支援課の事務を担当するものを，福祉事務所支所に置かれる担当課長又

　は担当係長は，区役所支所の担当課長又は担当係長のうち区役所支所保健福祉課の事務を担

　当するものをもって充てる。

　（保健所の職）

第２２０条　健康局保健所生活衛生課食品衛生係及び環境衛生係の課長，係長，担当係長及び職

　員並びに保健所の担当課長（保健所生活衛生課の事務を掌理する者に限る。）は，健康局生

　活衛生課の課長，健康局生活衛生課食品衛生係及び環境衛生係の係長，担当係長及び職員並

　びに健康局の担当課長（健康局生活衛生課の事務を掌理する者に限る。）をもって充てる。

２　健康局保健所家庭支援課の課長，保健所家庭支援課母子保健係の係長及び職員並びに保健

　所の担当課長（保健所家庭支援課母子保健係の事務を掌理する者に限る。）は，それぞれこ

　ども家庭局家庭支援課の課長，こども家庭局家庭支援課母子保健係の係長及び職員並びにこ

　ども家庭局の担当課長（こども家庭局家庭支援課母子保健係の事務を掌理する者に限る。）

　をもって充てる。

３　別表第６の表の左欄に掲げる保健所の組織における別表第７の表の左欄に掲げる保健所の

　職は，別表第６の表の左欄に掲げる保健所の組織の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げ
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　る区役所における別表第７の表の左欄に掲げる保健所の職の区分に応じてそれぞれ同表の右

　欄に掲げる区役所の職をもって充てる。

４　別表第８の表の左欄に掲げる保健所の組織における別表第９の表の左欄に掲げる保健所の

　職は，別表第８の表の左欄に掲げる保健所の組織の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げ

　る区役所における別表第９の表の左欄に掲げる保健所の職の区分に応じてそれぞれ同表の右

　欄に掲げる区役所の職をもって充てる。

　（障害者更生相談所の職）

第２２１条　福祉局障害者更生相談所の所長は，福祉局障害者福祉センター所長の職にある者を，

　更生相談所の職員は，障害者福祉センターの職員をもって充てる。

　（職務）

第２２２条　危機管理監は，市長の命を受け，危機管理に関する事務を掌理するとともに，市長

　が特に指定する事務に限り，局長その他の職員を指揮監督する。

２　広報官は，市長の命を受け，市政に関する広報を行う。

３　局長，担当局長，区長等，本部長，副局長，部長（環境保健研究所の部長を除く。以下同

　じ。），担当部長，室長，課長（ラボの所長及び環境保健研究所の部長を含む。），担当課

　長，センター長及び事業所長は，上司の命を受け，所掌事務を掌理し，所属職員又は所掌事

　務を担当する職員（担当局長にあっては，局等の長及び担当局長（以下「局長等」とい 

　う。）を，担当部長にあっては，局長等及び部等の長，担当部長，第１類の事業所の長その

　他これらに準ずる者（以下「部長等」をいう。）を，担当課長にあっては，局長等，部長等

　及び課等の長，担当課長，第２類の事業所の長その他これらに準ずる者（以下「課長等」と

　いう）を除く。）を指揮監督する。

４　係長及び担当係長（西神中央出張所の担当係長を除く。）は，上司の命を受け，所掌事務

　を主任し，所属職員又は所掌事務を担当する職員（担当係長にあっては，局長等，部長等，

　課長等，係長，担当係長，第３類の事業所の長その他これらに準ずる者を除く。）を指揮監

　督する。

５　山田出張所，有馬出張所，道場出張所，八多出張所，大沢出張所，長尾出張所，淡河出張

　所，伊川谷出張所，櫨谷出張所，押部谷出張所，平野出張所，神出出張所及び岩岡出張所の

　所長並びに西神中央出張所の副所長は，上司の命を受け，所掌事務を主任し，所属職員を指

　揮監督する。

６　西神中央出張所の担当係長は，上司の命を受け，西神中央出張所の事務の一部を主任し，

　当該事務を担当する職員を指揮監督する。

７　国際連携専門官は，上司の名を受け，神戸と海外との経済連携の構築及び推進を行う。

８　国際渉外専門官は，上司の名を受け，通訳及び翻訳等の国際交流支援業務を行う。

９　広聴専門官は，上司の命を受け，市民の提案，苦情，要望等への対応に係る企画立案及び

　市民サービスの向上の推進を行う。

１０　情報システム専門官は，上司の命を受け，情報システムの最適化の推進及び総合調整並び

　に情報システムの調達の適正化の推進を行う。

１１　デジタル化専門官は，上司の命を受け，業務改革及び庁内業務のデジタル化の推進を行う。

１２　イノベーション専門官は，上司の命を受け，新産業の育成の推進を行う。

１３　医療イノベーション専門官は，上司の命を受け，神戸未来医療構想の推進を行う。
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１４　業務改革専門官は，上司の命を受け，業務改革の推進及び総合調整を行う。

１５　法務監察専門官は，上司の命を受け，不法行為等への対策の推進を行う。

１６　主任相談員及び相談員は，上司の命を受け，職員からの相談業務を行う。

１７　児童福祉法務専門官は，上司の命を受け，児童虐待の予防及び防止並びにその他こどもに

　関する施策に係る法的対応総合調整を行う。

１８　都市型創造産業統括プロデューサーは，上司の命を受け，都市型創造産業の推進を行う。

１９　主任は，上司の命を受けて所掌事務を整理する。

２０　作業長，守衛長及び総括班長は，上司の命を受け，所掌事務を主任する。

第２２３条　東京事務所の副所長は，上司の命を受け，所掌事務を主任し，当該事務を担当する

　職員を指揮監督する。

２　職員研修所及び市税事務所の副所長は，上司の命を受け，所長を補佐し，所属職員を指揮

　監督する。

３　博物館の事務局長，事務室長，事務長及び副館長は，上司の命を受け所掌事務を掌理し，

　所属職員を指揮監督する。

４　和光園の副園長は，上司の命を受け，園長を補佐し，所属職員を指揮監督する。

５　さざんか療護園の副園長は，上司の命を受け，園長を補佐し，所属職員を指揮監督する。

６　こども家庭センターの副所長は，上司の命を受け，所長を補佐し，所属職員を指揮監督す

　る。

７　環境局事業所，自動車管理事務所及びクリーンセンターの副所長は，所長を補佐する。

８　王子動物園の副園長は，園長を補佐し，所属職員を指揮監督する。

９　建設事務所及び森林整備事務所の副所長は，所長を補佐し，所属職員を指揮監督する。

１０　前各項に掲げるものを除くほか，事業所の副所長は，上司の命を受け，所掌事務を掌理し，

　所属職員を指揮監督する。

第２２４条　環境保健研究所の部長及び副部長は，上司の命を受け，所掌事務を掌理し，所属職

　員を指揮監督する。

２　総合療育センターまるやま学園及びあけぼの学園，東部療育センターひまわり学園並びに

　西部療育センターのばら学園の園長は，所掌事務を主任し，所属職員を指揮監督する。

３　王子動物園の総括班長は，上司の命を受け，所掌事務を主任する。

４　建設事務所及び水環境センターの総括班長は，上司の命を受け，所掌事務を主任する。

第２２５条　区長は，その区における区民の利便の増進及び行政効果の向上に資するため，市の

　事業所その他の行政機関，各種団体等と密接な連絡及び調整を図らなければならない。

２　区長は，必要があると認めるときは，事業所の事務に関し，意見を述べ，又は報告を求め

　ることができる。

　（事務分担）

第２２６条　担当局長，担当部長，担当課長及び担当係長の事務分担は，危機管理監，局長，市

　長室長，会計室長，区長等又は事業所の所管部局の長が定める。

２　前項の規定にかかわらず，保健所の担当部長，担当課長及び担当係長の事務分担は，保健

　所長，健康局長及びこども家庭局長が定める。

３　東京事務所の副所長を複数置いた場合における副所長の事務分担は，企画調整局長が定め

　る。
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４　博物館の副館長を複数置いた場合における副館長の事務分担は，文化スポーツ局長が定め

　る。

５　担当局長，担当部長，担当課長及び担当係長には，その担当する所管事務に係る名称を冠

　することができる。

６　第２１７条及び第２１８条に規定する職員以外の職員（第２条，第１３６条及び第１３８条に規定する

　組織に属する者に限る。）の配置及び担当事務は，課等の長又は担当課長が定める。

７　第２１７条及び第２１８条に規定する職員以外の職員（第１４７条に規定する組織に属する者に限

　る。）の配置については所長が，担当事務については課長又は担当課長が定める。

８　第２１７条及び第２１８条に規定する職員以外の職員（西神中央出張所に属する者に限る。）の

　担当事務は，所長が定める。

９　第２１７条及び第２１８条に規定する職員以外の職員（福祉事務所及び福祉事務所支所に属する

　者に限る。）の担当事務は，課長（福祉事務所支所にあっては，支所長）が定める。

１０　第２１７条及び第２１８条に規定する職員以外の職員（事業所に属する者に限る。）の配置及び

　担当事務は，次の各号に掲げる事業所の区分に従い，当該各号に定める者が定める。

　⑴　第１類，第２類及び第３類の事業所（第３号及び第４号に掲げる事業所を除く。）　事

　　業所長

　⑵　第４類の事業所　所管課の長

　⑶　こども家庭センター　副所長

　⑷　神戸港管理事務所　課長

　（報告）

第２２７条　所長又は事業所の主任は，その取り扱った事項を日報又は週報，月報及び年報に分

　けて所管部局の長（第３類及び第４類の事業所にあっては，所管課の長）に報告しなければ

　ならない。

　（代行）

第２２８条　危機管理監に事故があるときは，危機管理室長がその事務を代行する。

２　第２１７条及び第２１８条に規定する職員（係長，担当係長，作業長，守衛長及び総括班長を除

　く。）に事故があるときは，当該事務を所掌する直近下位の第２１７条及び第２１８条に規定する

　職員（作業長，守衛長及び総括班長を除く。）がその事務を代行する。

３　前項の規定にかかわらず，次の各号に掲げる事業所長に事故があるときは，当該各号に定

　める者が，その事務を代行する。

　⑴　東京事務所の所長　副所長又はあらかじめ企画調整局長が定める者

　⑵　職員研修所の所長　副所長又はあらかじめ行財政局長が定める者

　⑶　和光園の園長　副園長又はあらかじめ福祉局長が定める者

　⑷　さざんか療護園の園長　副園長又はあらかじめ福祉局長が定める者

　⑸　障害者更生相談所の所長　あらかじめ福祉局長が定める者

　⑹　発達障害者支援センター　あらかじめ福祉局長が定める者

　⑺　布施畑環境センター　副所長又はあらかじめ環境局長が定める者

　⑻　クリーンセンターの所長　副所長又はあらかじめ環境局長が定める者

　⑼　本場の場長及び東部市場の場長　管理係長

　⑽　西部市場の場長　業務係長
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　⑾　臨海整備事務所の所長　あらかじめ都市局長が定める者

　⑿　西神整備事務所の所長　あらかじめ都市局長が定める者

　⒀　神戸港管理事務所の所長　あらかじめ港湾局長が定める者

　（事業所の処務）

第２２９条　この章に定めるもののほか，事業所の処務に関し必要な事項は，当該事業所の所管

　部局の長が定める。

２　前項の規定にかかわらず，本場，東部市場及び西部市場の処務に関して必要な事項は，当

　該事業所長が定める。

　（専決）

第２３０条　危機管理監，局長，担当局長，区長等，副局長，部長，本部長，室長，担当部長，

　事務局長，課長，所長，担当課長，事務室長，係長，副所長，事務長及び担当係長は，市長

　が訓令で定める事項を専決することができる。

　別表第１から別表第９までを次のように改める。

別表第１（第１５８条関係）
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事業所の長主たる事務所区分所属名称

所長東京都千代田区平河町２丁目

６番３号

第２類企画調整局東京事務所

所長神戸市中央区橘通３丁目４番

３号

第３類企画調整局企画課男女共同参

画センター

所長神戸市中央区浜辺通５丁目１

番１４号

第１類行財政局職員研修所

神戸市中央区中山手通５丁目

３番１号

第４類行財政局業務改革課相楽園会館

神戸市中央区熊内町１丁目８

番２１号

第４類行財政局業務改革課文書館

神戸市中央区三宮町１丁目１０

番１号

第４類行財政局住民課三宮証明サ

ービスコー

ナー

担当係長神戸市東灘区住吉東町５丁目

２番１号

第４類行財政局税務部市民税

課

東灘市税の

窓口

担当係長神戸市灘区桜口町４丁目２番

１号

第４類行財政局税務部市民税

課

灘市税の窓

口

担当係長神戸市中央区雲井通５丁目１

番１号

第４類行財政局税務部市民税

課

中央市税の

窓口

担当係長神戸市兵庫区荒田町１丁目２１

番１号

第４類行財政局税務部市民税

課

兵庫市税の

窓口

担当係長神戸市北区鈴蘭台北町１丁目

９番１号

第４類行財政局税務部市民税

課

北市税の窓

口

担当係長神戸市北区藤原台中町１丁目

２番１号

第４類行財政局税務部市民税

課

北神市税の

窓口

担当係長神戸市長田区北町３丁目４番

地の３

第４類行財政局税務部市民税

課

長田市税の

窓口

担当係長神戸市須磨区大黒町４丁目１

番１号

第４類行財政局税務部市民税

課

須磨市税の

窓口
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担当係長神戸市垂水区日向１丁目５番

１号

第４類行財政局税務部市民税

課

垂水市税の

窓口

担当係長神戸市西区玉津町小山字川端

１８０番地の３

第４類行財政局税務部市民税

課

西市税の窓

口

館長神戸市中央区京町２４番地第１類文化スポーツ局博物館

館長神戸市中央区楠町７丁目

２番１号

第１類文化スポーツ局中央図書館

館長神戸市東灘区向洋町中５丁目

７番地

第２類文化スポーツ局博物館小磯記念美

術館

館長神戸市東灘区向洋町中２丁目

９番地の１

第３類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

園長神戸市須磨区養老町１丁目８

番３０号

第２類福祉局和光園

所長神戸市中央区橘通３丁目４番

１号

第２類福祉局障害者福祉

センター

所長神戸市中央区橘通３丁目４番

１号

第２類福祉局障害者更生

相談所

園長神戸市西区井吹台北町５丁目

２番地

第２類福祉局さざんか療

護園

センター長神戸市中央区橘通３丁目４番

１号

第２類福祉局発達障害者

支援センタ

ー

室長神戸市中央区橘通３丁目４番

１号

第２類福祉局ひきこもり

支援室

神戸市中央区割塚通１丁目２

番２０号

第４類福祉局保護課更生センタ

ー

神戸市中央区割塚通１丁目２

番２０号

第４類福祉局保護課更生援護相

談所

所長神戸市中央区加納町６丁目５

番１号

第１類健康局保健所

所長神戸市中央区雲井通５丁目１

番１号

第２類健康局保健所東部衛生監

視事務所

所長神戸市長田区北町３丁目４番

地の３

第２類健康局保健所西部衛生監

視事務所

所長神戸市北区鈴蘭台北町１丁目

９番１号

第２類健康局保健所北衛生監視

事務所

所長神戸市垂水区日向１丁目５番

１号

第２類健康局保健所垂水衛生監

視事務所

所長神戸市西区玉津町小山字川端

１８０番地の３

第２類健康局保健所西衛生監視

事務所

所長神戸市中央区港島中町４丁目

６番５号

第２類健康局保健所環境保健研

究所

所長神戸市兵庫区中之島１丁目１

番１号

第２類健康局保健所食品衛生検

査所

所長神戸市長田区苅藻通７丁目１

番２０号

第２類健康局保健所食肉衛生検

査所
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所長神戸市中央区橘通３丁目４番

１号

第２類健康局保健所精神保健福

祉センター

センター長神戸市東灘区住吉東町５丁目

２番１号

第２類健康局保健所東灘保健セ

ンター

センター長神戸市灘区桜口町４丁目２番

１号

第２類健康局保健所灘保健セン

ター

センター長神戸市中央区雲井通５丁目１

番１号

第２類健康局保健所中央保健セ

ンター

センター長神戸市兵庫区荒田町１丁目２１

番１号

第２類健康局保健所兵庫保健セ

ンター

センター長神戸市北区鈴蘭台北町１丁目

９番１号

第２類健康局保健所北保健セン

ター

センター長神戸市北区藤原台中町１丁目

２番１号

第２類健康局保健所北神保健セ

ンター

センター長神戸市長田区北町３丁目４番

地の３

第２類健康局保健所長田保健セ

ンター

センター長神戸市須磨区大黒町４丁目１

番１号

第２類健康局保健所須磨保健セ

ンター

センター長神戸市垂水区日向１丁目５番

１号

第２類健康局保健所垂水保健セ

ンター

センター長神戸市西区玉津町小山字川端

１８０番地の３

第２類健康局保健所西保健セン

ター

センター長神戸市北区山田町下谷上字中

一里山１２番地の１

第３類健康局斎園管理課墓園管理セ

ンター

センター長神戸市北区山田町下谷上字中

一里山１４番地の１

第３類健康局斎園管理課斎場管理セ

ンター

センター長神戸市中央区加納町６丁目５

番１号

第３類健康局保健所保健課口腔保健支

援センター

神戸市北区山田町下谷上字中

一里山１４番地の１

第４類健康局生活衛生課動物管理セ

ンター

神戸市北区山田町下谷上中一

里山１４番地の１

第４類健康局保健所生活衛生

課

動物管理セ
ンター（保
健所に所属
するものを
いう。）

神戸市北区山田町下谷上字中

一里山１２番地の１

第４類健康局斎園管理課墓園

管理センター

鵯越墓園管

理事務所

神戸市垂水区舞子陵１番１号第４類健康局斎園管理課墓園

管理センター

舞子墓園管

理事務所

神戸市西区神出町南字美濃谷

６１４番地

第４類健康局斎園管理課墓園

管理センター

西神墓園管

理事務所

神戸市東灘区本山町田中字南

小路４２３番地

第４類健康局斎園管理課斎場

管理センター

甲南斎場

神戸市北区山田町下谷上字中

一里山１４番地の１

第４類健康局斎園管理課斎場

管理センター

鵯越斎場

神戸市北区有馬町字京口山

１８１４番地

第４類健康局斎園管理課斎場

管理センター

有馬斎場
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神戸市西区神出町南字美濃谷

６００番地

第４類健康局斎園管理課斎場

管理センター

西神斎場

所長神戸市中央区東川崎町１丁目

３番１号

第１類こども家庭局こども家庭

センター

園長神戸市垂水区多聞町字小束山

８６８番地の４９

第２類こども家庭局若葉学園

所長神戸市長田区丸山町２丁目３

番５０号

第２類こども家庭局総合療育セ

ンター

所長神戸市東灘区本山南町８丁目

３番４号

第２類こども家庭局東部療育セ

ンター

所長神戸市垂水区高丸８丁目１１番

１４号

第２類こども家庭局西部療育セ

ンター

所長神戸市東灘区魚崎南町２丁目

１１番１１号

第３類こども家庭局幼保振興

課

魚崎保育所

所長神戸市東灘区青木４丁目１番

３２号

第３類こども家庭局幼保振興

課

東灘本庄保

育所

所長神戸市東灘区御影中町４丁目

１番８号

第３類こども家庭局幼保振興

課

御影保育所

所長神戸市東灘区岡本１丁目７番

６号

第３類こども家庭局幼保振興

課

本山保育所

所長神戸市東灘区渦森台１丁目１３

番１号

第３類こども家庭局幼保振興

課

渦森台保育

所

所長神戸市東灘区本山南町１丁目

３番３号

第３類こども家庭局幼保振興

課

中野保育所

所長神戸市東灘区魚崎南町６丁目

５番２６号

第３類こども家庭局幼保振興

課

瀬戸保育所

所長神戸市東灘区田中町４丁目１１

番２２号

第３類こども家庭局幼保振興

課

田中保育所

所長神戸市東灘区御影本町６丁目

５番７号

第３類こども家庭局幼保振興

課

浜御影保育

所

所長神戸市東灘区住吉宮町３丁目

４番２３号

第３類こども家庭局幼保振興

課

住吉公園保

育所

所長神戸市灘区新在家南町５丁目

１３番１５号

第３類こども家庭局幼保振興

課

灘保育所

所長神戸市灘区岩屋北町２丁目５

番２９号

第３類こども家庭局幼保振興

課

西灘保育所

所長神戸市灘区大和町４丁目４番

１８号

第３類こども家庭局幼保振興

課

石屋川保育

所

所長神戸市灘区倉石通４丁目１番

１０号

第３類こども家庭局幼保振興

課

倉石保育所

所長神戸市灘区八幡町２丁目１番

１号

第３類こども家庭局幼保振興

課

やはた桜保

育所

所長神戸市中央区八雲通１丁目１

番６号

第３類こども家庭局幼保振興

課

葺合保育所

所長神戸市中央区楠町８丁目１０番

２号

第３類こども家庭局幼保振興

課

生田保育所
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所長神戸市中央区橘通３丁目４番

１号

第３類こども家庭局幼保振興

課

たちばな保

育所

所長神戸市中央区波止場町６番２

号

第３類こども家庭局幼保振興

課

みなと保育

所

所長神戸市中央区宮本通１丁目５

番２１号

第３類こども家庭局幼保振興

課

宮本保育所

所長神戸市中央区神若通２丁目３

番７号

第３類こども家庭局幼保振興

課

神若保育所

所長神戸市中央区古湊通２丁目３

番２３号

第３類こども家庭局幼保振興

課

古湊保育所

所長神戸市兵庫区浜中町１丁目１７

番１１号

第３類こども家庭局幼保振興

課

運南保育所

所長神戸市兵庫区松原通４丁目２

番２７号

第３類こども家庭局幼保振興

課

松原保育所

所長神戸市兵庫区羽坂通４丁目１

番１号

第３類こども家庭局幼保振興

課

羽坂保育所

所長神戸市兵庫区下祇園町６番２４

号

第３類こども家庭局幼保振興

課

平野保育所

所長神戸市兵庫区小河通３丁目２

番１４号

第３類こども家庭局幼保振興

課

小河保育所

所長神戸市北区唐櫃台２丁目３８番

５号

第３類こども家庭局幼保振興

課

からと保育

所

所長神戸市北区甲栄台２丁目４番

１号

第３類こども家庭局幼保振興

課

桜の宮保育

所

所長神戸市北区君影町５丁目１番

１７号

第３類こども家庭局幼保振興

課

君影保育所

所長神戸市北区鈴蘭台西町３丁目

６番２０号

第３類こども家庭局幼保振興

課

鈴蘭台西町

保育所

所長神戸市北区ひよどり台２丁目

１番地の４

第３類こども家庭局幼保振興

課

ひよどり台

保育所

所長神戸市北区鈴蘭台南町４丁目

２番２８号

第３類こども家庭局幼保振興

課

鈴蘭台南町

保育所

所長神戸市長田区大塚町１丁目１

番３１号

第３類こども家庭局幼保振興

課

長田保育所

所長神戸市長田区菅原通１丁目７２

番地の１

第３類こども家庭局幼保振興

課

菅原保育所

所長神戸市長田区本庄町６丁目６

番３号

第３類こども家庭局幼保振興

課

本庄保育所

所長神戸市長田区駒栄町３丁目１

番１７号

第３類こども家庭局幼保振興

課

駒栄保育所

所長神戸市長田区房王寺町５丁目

１番５―１００号

第３類こども家庭局幼保振興

課

房王寺保育

所

所長神戸市長田区明泉寺町１丁目

６番８号

第３類こども家庭局幼保振興

課

明泉寺保育

所

所長神戸市長田区四番町３丁目４

番地の４９

第３類こども家庭局幼保振興

課

長田東保育

所
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所長神戸市長田区浪松町２丁目１

番７号

第３類こども家庭局幼保振興

課

浪松保育所

所長神戸市長田区東尻池町６丁目

３番37号

第３類こども家庭局幼保振興

課

しりいけ保

育所

所長神戸市長田区二葉町７丁目１

番30号

第３類こども家庭局幼保振興

課

ふたば保育

所

所長神戸市須磨区大黒町４丁目１

番２号

第３類こども家庭局幼保振興

課

須磨保育所

所長神戸市須磨区行平町２丁目２

番17号

第３類こども家庭局幼保振興

課

たかとり保

育所

所長神戸市須磨区高倉台４丁目１

番３号

第３類こども家庭局幼保振興

課

高倉台保育

所

所長神戸市須磨区菅の台４丁目６

番地

第３類こども家庭局幼保振興

課

菅の台保育

所

所長神戸市須磨区竜が台１丁目１１

番地

第３類こども家庭局幼保振興

課

竜が台保育

所

所長神戸市垂水区狩口台３丁目１

番５号

第３類こども家庭局幼保振興

課

奥ノ池保育

所

所長神戸市垂水区星陵台８丁目１３

番１号

第３類こども家庭局幼保振興

課

星陵台保育

所

所長神戸市垂水区本多聞４丁目１

番２号

第３類こども家庭局幼保振興

課

本多聞保育

所

所長神戸市垂水区川原２丁目１番

１３号

第３類こども家庭局幼保振興

課

川原保育所

所長神戸市垂水区東垂水１丁目１

番３号

第３類こども家庭局幼保振興

課

東高丸保育

所

所長神戸市垂水区向陽１丁目３番

２５号

第３類こども家庭局幼保振興

課

向陽保育所

所長神戸市西区玉津町新方字東方

２１１番地の３

第３類こども家庭局幼保振興

課

玉津保育所

所長神戸市西区美穂が丘１丁目１

番地

第３類こども家庭局幼保振興

課

押部谷保育

所

所長神戸市西区王塚台５丁目１１５

番地

第３類こども家庭局幼保振興

課

王塚台保育

所

神戸市東灘区住吉宮町３丁目

４番２３号

第４類こども家庭局幼保振興

課

地域子育て

支援センタ

ー東灘

神戸市灘区八幡町２丁目１番

１号

第４類こども家庭局幼保振興

課

地域子育て

支援センタ

ー灘

神戸市中央区古湊通２丁目３

番２３号

第４類こども家庭局幼保振興

課

地域子育て

支援センタ

ー中央

神戸市兵庫区小河通３丁目２

番１４号

第４類こども家庭局幼保振興

課

地域子育て

支援センタ

ー兵庫
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神戸市北区甲栄台２丁目４番

１号

第４類こども家庭局幼保振興

課

地域子育て

支援センタ

ー北

神戸市北区唐櫃台２丁目３８番

５号

第４類こども家庭局幼保振興

課

地域子育て

支援センタ

ー北神

神戸市長田区二葉町７丁目１

番３０号

第４類こども家庭局幼保振興

課

地域子育て

支援センタ

ー長田

神戸市須磨区大黒町４丁目１

番２号

第４類こども家庭局幼保振興

課

地域子育て

支援センタ

ー須磨

神戸市垂水区川原２丁目１番

１３号

第４類こども家庭局幼保振興

課

地域子育て

支援センタ

ー垂水

神戸市西区王塚台５丁目１１５

番地

第４類こども家庭局幼保振興

課

地域子育て

支援センタ

ー西

所長神戸市東灘区魚崎西町３丁目

５番３号

第２類環境局東灘事業所

所長神戸市灘区琵琶町２丁目１番

２号

第２類環境局灘事業所

所長神戸市中央区脇浜町３丁目２

番３０号

第２類環境局中央事業所

所長神戸市兵庫区御崎町１丁目３

番１５号

第２類環境局兵庫事業所

所長神戸市北区山田町下谷上字五

郎本１番地の１

第２類環境局北事業所

所長神戸市長田区真野町９番２４号第２類環境局長田事業所

所長神戸市須磨区小寺町２丁目５

番１６号

第２類環境局須磨事業所

所長神戸市垂水区本多聞７丁目１

番１号

第２類環境局垂水事業所

所長神戸市西区平野町向井字祗園

尾１００番地

第２類環境局西事業所

所長神戸市兵庫区御崎町１丁目３

番１５号

第２類環境局自動車管理

事務所

所長神戸市東灘区魚崎浜町１番地

の７

第２類環境局東クリーン

センター

所長神戸市中央区港島９丁目１２番

地の１

第２類環境局港島クリー

ンセンター

所長神戸市西区伊川谷町井吹字三

番鬮７４番地の１

第２類環境局西クリーン

センター

所長神戸市西区伊川谷町布施畑字

丸畑１１７２番地の２

第２類環境局布施畑環境

センター

所長神戸市北区山田町小部字妙賀第３類環境局施設課妙賀山クリ
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山１番地の１ーンセンタ

ー

所長神戸市長田区苅藻島町３丁目

１２番２８号

第３類環境局施設課苅藻島クリ

ーンセンタ

ー

所長神戸市須磨区中落合３丁目１

番１号

第３類環境局施設課落合クリー

ンセンター

神戸市北区淡河町野瀬字南山第４類環境局事業管理課淡河環境セ

ンター

神戸市西区美津が丘１丁目９

番地

第４類環境局事業管理課資源リサイ

クルセンタ

ー

所長神戸市中央区橘通３丁目４番

１号

第２類経済観光局消費生活セ

ンター

所長神戸市西区伊川谷町潤和１０５８

番地

第２類経済観光局西農業振興

センター

所長神戸市北区藤原台中町１丁目

２番１号

第２類経済観光局北農業振興

センター

場長神戸市兵庫区中之島１丁目１

番４号

第２類経済観光局中央卸売市

場運営本部

本場

場長神戸市東灘区深江浜町１番地

の１

第２類経済観光局中央卸売市

場運営本部

東部市場

場長神戸市長田区苅藻通７丁目１

番２０号

第２類経済観光局中央卸売市

場運営本部

西部市場

園長神戸市灘区王子町３丁目第１類建設局王子動物園

所長神戸市東灘区御影塚町２丁目

２７番２０号

第１類建設局東部建設事

務所

所長神戸市兵庫区湊川町２丁目１

番１２号

第１類建設局中部建設事

務所

所長神戸市北区有野町唐櫃字種池

３０６４番地

第１類建設局北建設事務

所

所長神戸市須磨区妙法寺字ヌメリ

石１番地の１

第１類建設局西部建設事

務所

所長神戸市垂水区福田５丁目６番

２０号

第１類建設局垂水建設事

務所

所長神戸市西区玉津町今津字宮の

西３３３番地の１

第１類建設局西建設事務

所

センター長神戸市東灘区魚崎南町２丁目

１番２３号

第１類建設局東水環境セ

ンター

センター長神戸市長田区南駒栄町１番４４

号

第１類建設局中央水環境

センター

センター長神戸市垂水区平磯１丁目１番

６５号

第１類建設局西水環境セ

ンター

所長神戸市北区山田町下谷上字中

一里山４番地の１

第２類建設局公園部森林整備事

務所

所長神戸市中央区神戸空港１０番地第２類都市局新都市事業部臨海整備事
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務所

所長神戸市西区井吹台東町１丁目

１番地の１

第２類都市局新都市事業部西神整備事

務所

所長神戸市中央区港島中町４丁目

１番地の１

第２類港湾局神戸港管理

事務所

明石市松が丘２丁目３番７号第４類垂水区役所総務部市民

課

明舞サービ

スコーナー

所管区域名称

東灘区，灘区及び中央区東部衛生監視事務所

兵庫区，長田区及び須磨区西部衛生監視事務所

北区北衛生監視事務所

垂水区垂水衛生監視事務所

西区西衛生監視事務所

東灘区東灘保健センター

灘区灘保健センター

中央区中央保健センター

兵庫区兵庫保健センター

北区のうち北神区役所の所管区域以外の区域北保健センター

北区のうち北神区役所の所管区域北神保健センター

長田区長田保健センター

須磨区須磨保健センター

須磨区のうち須磨区役所北須磨支所（以下「北須磨

支所」という。）の所管区域

北須磨管理係

須磨区のうち北須磨支所の所管区域北須磨あんしんすこやか係

須磨区のうち北須磨支所の所管区域北須磨こども保健係

垂水区垂水保健センター

西区西保健センター

東灘区東灘保健福祉部

灘区灘保健福祉部

中央区中央保健福祉部

兵庫区兵庫保健福祉部

北区のうち北神区役所の所管区域以外の区域健康福祉課及びこども家庭

支援課

北保健

福祉部

北区のうち北神区役所の所管区域保健福祉課及び北神こども

家庭支援課

長田区長田保健福祉部

須磨区のうち北須磨支所の所管区域以外の区域健康福祉課及びこども家庭

支援課

須磨保

健福祉

部 須磨区のうち北須磨支所の所管区域保健福祉課

垂水区垂水保健福祉部

西区西保健福祉部
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所管区域名称

東灘区一円東灘事業所

灘区一円灘事業所

中央区一円中央事業所

兵庫区一円兵庫事業所

北区一円北事業所

長田区一円長田事業所

須磨区一円須磨事業所

垂水区一円垂水事業所

西区一円西事業所

所管区域所管する下水処理場及びポンプ場水環境セン

ター

東灘区　灘区

中央区

東灘処理場　深江大橋ポンプ場　本庄ポンプ場　魚崎ポンプ

場　大石ポンプ場　東部スラッジセンター　向洋ポンプ場　

京橋ポンプ場

東水環境セ

ンター

兵庫区　北区

長田区　須磨

区

西部処理場　明泉寺ポンプ場　丸山ポンプ場　南駒栄ポンプ

場　外浜ポンプ場　宇治川ポンプ場　湊川ポンプ場　和田岬

ポンプ場　浜中ポンプ場　島上ポンプ場　鈴蘭台処理場　ポ

ートアイランド処理場　ポートアイランド第１ポンプ場　ポ

ートアイランド第２ポンプ場　ポートアイランド第３ポンプ

場

中央水環境

センター

垂水区　西区垂水処理場　塩屋ポンプ場　舞子ポンプ場　神明ポンプ場　

玉津処理場　吉田ポンプ場　上池ポンプ場　岩岡ポンプ場

西水環境セ

ンター

所管区域名称

東灘区及び灘区東部建設事務所

中央区及び兵庫区中部建設事務所

北区北建設事務所

長田区及び須磨区西部建設事務所

垂水区垂水建設事務所

西区西建設事務所

区役所保健所の組織

東灘区役所健康局保健所東灘保健センター

灘区役所健康局保健所灘保健センター

中央区役所健康局保健所中央保健センター

兵庫区役所健康局保健所兵庫保健センター

北区役所健康局保健所北保健センター

北神区役所健康局保健所北神保健センター

長田区役所健康局保健所長田保健センター
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須磨区役所健康局保健所須磨保健センター

垂水区役所健康局保健所垂水保健センター

西区役所健康局保健所西保健センター

区役所の職保健所の職

区役所保健福祉部健康福祉課長保健センター担当課長（北神保健センター

を除く。）

北神区役所保健福祉課長保健センター担当課長（北神保健センター

に限る。）

区役所保健福祉部健康福祉課管理係長管理係長（北神保健センターを除く。）

北神区役所保健福祉課管理係長管理係長（北神保健センターに限る。）

区役所保健福祉部健康福祉課あんしんすこや

か係長

あんしんすこやか係長（北神保健センター

を除く。）

区役所保健福祉部こども家庭支援課こども保

健係長

こども保健係長（北神保健センターを除

く。）

北神区役所保健福祉課あんしんすこやか係長あんしんすこやか係長（北神保健センター

に限る。）

北神区役所こども家庭支援課こども保健係長こども保健係長（北神保健センターに限

る。）

北須磨支所保健福祉課管理係長北須磨管理係長

北須磨支所保健福祉課あんしんすこやか係長北須磨あんしんすこやか係長

北須磨支所保健福祉課こども保健係長北須磨こども保健係長

区役所保健福祉部健康福祉課の担当係長，北

神区役所保健福祉課及びこども家庭支援課の

担当係長並びに保健福祉部北須磨支所保健福

祉課の担当係長

保健センターの担当係長

区役所保健福祉部健康福祉課及びこども家庭

支援課の職員，北神区役所保健福祉課及びこ

ども家庭支援課の職員並びに保健福祉部北須

磨支所保健福祉課の職員

保健センターの職員

区役所保健所の組織

東灘区役所健康局保健所東灘保健福祉部

灘区役所健康局保健所灘保健福祉部

中央区役所健康局保健所中央保健福祉部

兵庫区役所健康局保健所兵庫保健福祉部

北区役所及び北神区役所健康局保健所北保健福祉部

長田区役所健康局保健所長田保健福祉部

須磨区役所健康局保健所須磨保健福祉部

垂水区役所健康局保健所垂水保健福祉部

西区役所健康局保健所西保健福祉部



（職員職名規則の一部改正）

第２条　神戸市職員職名規則（昭和２４年９月規則第２２２号）の一部を次のように改正する。

　　別表第１中「課長」の次に「　国際連携専門官」を，「係長」の次に「　国際渉外専門官
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区役所の職保健所の職

区役所（北神区役所を除く。以下この表にお

いて同じ。）保健福祉部長

部長

担当部長（保健福祉に関する事務を掌理する

者に限る。）

担当部長

区役所保健福祉部健康福祉課長健康福祉課長

区役所保健福祉部こども家庭支援課長こども家庭支援課長

北神区役所保健福祉課長保健福祉課長（北保健福祉部に限る。）

北須磨支所保健福祉課長保健福祉課長（須磨保健福祉部に限る。）

北神区役所こども家庭支援課長北神こども家庭支援課長

区役所保健福祉部の担当課長（区役所保健福
祉部の事務を掌理する者に限る。），北神区
役所の担当課長（保健福祉課に関する事務を
掌理する者に限る。）及び支所の担当課長
（保健福祉課の事務を掌理する者に限る。）

担当課長

区役所保健福祉部健康福祉課あんしんすこや

か係長

健康福祉課あんしんすこやか係長

区役所保健福祉部健康福祉課の担当係長健康福祉課の担当係長

区役所保健福祉部こども家庭支援課こども保

健係長

こども家庭支援課こども保健係長

区役所保健福祉部こども家庭支援課の担当係

長

こども家庭支援課の担当係長

北神区役所保健福祉課管理係長保健福祉課管理係長（北保健福祉部に限

る。）

北須磨支所保健福祉課管理係長保健福祉課管理係長（須磨保健福祉部に限

る。）

北神区役所保健福祉課あんしんすこやか係長保健福祉課あんしんすこやか係長（北保健

福祉部に限る。）

北須磨支所保健福祉課あんしんすこやか係長保健福祉課あんしんすこやか係長（須磨保

健福祉部に限る。）

北神区役所こども家庭支援課こども保健係長北神こども家庭支援課こども保健係長

北須磨支所保健福祉課こども保健係長保健福祉課こども保健係長

北神区役所保健福祉課の担当係長保健福祉課の担当係長（北保健福祉部に限

る。）

北須磨支所保健福祉課の担当係長保健福祉課の担当係長（須磨保健福祉部に

限る。）

区役所保健福祉部健康福祉課職員健康福祉課職員

区役所保健福祉部こども家庭支援課職員こども家庭支援課職員

北神区役所保健福祉課職員保健福祉課職員（北保健福祉部に限る。）

北須磨支所の保健福祉課職員保健福祉課職員（須磨保健福祉部に限

る。）

北神区役所こども家庭支援課職員北神こども家庭支援課職員
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　デジタル化専門官」を加え，「ＩＣＴ業務改革専門官」を「医療イノベーション専門官」に

　改め，「館長」の次に「　副館長　事務局長　事務室長　事務長」を加え，「総作業長　作

　業長」を「作業長」に，「総括班長　作業長補佐　総括班長補佐」を「総括班長」に改める。

　　別表第２中「司書」の次に「　学芸員」を加える。

　（行政調査規則の一部改正）

第３条　行政調査規則（昭和３５年４月規則第１号）の一部を次のように改正する。

　　第２条第２号中「第１３５条」を「第１３６条」に改める。

　（国民健康保険事業の運営に関する協議会規則の一部改正）

第４条　神戸市の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則（昭和３５年１２月規則第７６号）の

　一部を次のように改正する。

　　第１０条中「保健福祉局」を「福祉局」に改める。

　（国民健康保険条例施行規則の一部改正）

第５条　神戸市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年１２月規則第７５号）の一部を次のように改

　正する。

　　第１３条の２，第１７条及び第１８条中「保健福祉局長」を「福祉局長」に改める。

　（老人福祉法施行細則の一部改正）

第６条　神戸市老人福祉法施行細則（昭和３８年１２月規則第６０号）の一部を次のように改正する。

　　第２３条中「保健福祉局長」を「福祉局長」に改める。

　（会計規則の一部改正）

第７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２条第２項中「出張所特別出納員」を「西神中央出張所特別出納員」に改める。

　　第３条第１項中「出張所特別出納員」を「西神中央出張所特別出納員」に，「区役所出張

　所（以下「出張所」という。）」を「西区役所西神中央出張所（以下「西神中央出張所」と

　いう。）」に改め，同条第８項中「出張所特別出納員」を「西神中央出張所特別出納員」に，

　「出張所の」を「西神中央出張所の」に，「当該出張所」を「西神中央出張所」に改め，同

　条第９項中「支所又は出張所」を「支所又は西神中央出張所」に，「出張所特別出納員」を

　「西神中央出張所特別出納員」に改め，同条第１１項中「出張所特別出納員」を「西神中央出

　張所特別出納員」に改める。

　　第１９条第３項中「出張所特別出納員」を「西神中央出張所特別出納員」に改め，同条第４

　項中「区役所支所及び区役所出張所」を「支所及び西神中央出張所」に改める。

　　第３２条第２項，第６４条第３項及び第７０条第３項中「出張所特別出納員」を「西神中央出張

　所特別出納員」に改める。

　　第７８条第１項第４号中「西区役所西神中央出張所」を「西神中央出張所」に改める。

　　第８３条の２第３号及び第４号，第８４条並びに第８５条第３項中「出張所特別出納員」を「西

　神中央出張所特別出納員」に改める。

　別表第２第１号中

「

       　　」

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

を担当係長危機管理室



「

       　　」

　同表行財政局業務改革課文書館の項の次に次のように加える。

　　別表第２第１号の表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。

 文化スポーツ局スポーツ企画課 担当係長   

 文化スポーツ局国際スポーツ室 係長及び担当係長  

 

 文化スポーツ局文化交流課 担当係長   

 文化スポーツ局文化財課 係長及び担当係長 事務担当者

  

　　別表第２第１号の表市民参画推進局住民課（三宮証明サービスコーナーを除く。）の項か

　ら市民参画推進局スポーツ振興部国際スポーツ室の項までを削り，同表保健福祉局政策課の

　項から保健福祉局精神保健福祉センターの項までを次のように改める。
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に改め，

収納は，

金銭登録

機による。

担当係長市長室広報戦略部市民情報サービス課

担当係長危機管理室

館長企画調整局企画課男女共同参画センター

担当係長企画調整局つなぐラボ

一部の収

納は，金

銭登録機

による。

事務担当

者

係長行財政局住民課（三宮証明サービスコー

ナーを除く。）

収納は，

金銭登録

機による。

事務担当

者

係長行財政局住民課三宮証明サービスコーナ

ー

担当係長文化スポーツ局スポーツ企画課

係長及び担当

係長

文化スポーツ局国際スポーツ室

担当係長文化スポーツ局文化交流課

事務担当

者

係長及び担当

係長

文化スポーツ局文化財課

係長文化スポーツ局博物館（小磯記念美術館

を除く。）

一部の収

納は，金

銭登録機

による。

係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。）

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

係長文化スポーツ局中央図書館
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事務担当

者

係長及び担当

係長

福祉局政策課

担当係長福祉局高齢福祉課

係長福祉局介護保険課

事務担当

者

係長福祉局国保年金医療課

事務担当者福祉局和光園

係長福祉局障害福祉課

係長福祉局障害者支援課

事務担当者福祉局障害者福祉センター

事務担当者福祉局さざんか療護園

担当係長及び

事務担当者

福祉局発達障害者支援センター

担当係長福祉局監査指導部

事務担当

者

係長健康局生活衛生課（動物管理センターを

除く。）

担当係長健康局生活衛生課動物管理センター

事務担当

者

係長健康局斎園管理課（墓園管理センター墓

園管理事務所及び斎場管理センター斎場

を除く。）

一部の収

納は，金

銭登録機

による。

事務担当者健康局斎園管理課墓園管理センター墓園

管理事務所

事務担当者健康局斎園管理課斎場管理センター斎場

（鵯越斎場を除く。）

担当係長健康局斎園管理課斎場管理センター鵯越

斎場

事務担当

者

係長健康局保健所

収納は，

金銭登録

機による。

事務担当

者

係長健康局保健所衛生監視事務所



　別表第２第１号の表こども家庭局こども育成部総合療育センターの項中「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，同表こども家

庭局こども育成部東部療育センターの項中「こども家庭局こども育成部東部療育センター」

を「こども家庭局東部療育センター」に改め，同表こども家庭局こども育成部西部療育セン

ターの項中「こども家庭局こども育成部西部療育センター」を「こども家庭局西部療育セン

ター」に改め，同表こども家庭局子育て支援部振興課保育所の項中「こども家庭局子育て支

援部振興課保育所」を「こども家庭局幼保振興課保育所」に改め，同表こども家庭局子育て

支援部振興課地域子育て支援センター東灘，地域子育て支援センター灘，地域子育て支援セ

ンター中央，地域子育て支援センター兵庫，地域子育て支援センター北，地域子育て支援セ

ンター北神，地域子育て支援センター長田，地域子育て支援センター須磨，地域子育て支援

センター垂水及び地域子育て支援センター西の項中「こども家庭局子育て支援部振興課地域

子育て支援センター東灘，地域子育て支援センター灘，地域子育て支援センター中央，地域

子育て支援センター兵庫，地域子育て支援センター北，地域子育て支援センター北神，地域

子育て支援センター長田，地域子育て支援センター須磨，地域子育て支援センター垂水及び

地域子育て支援センター西」を「こども家庭局幼保振興課地域子育て支援センター東灘，地

域子育て支援センター灘，地域子育て支援センター中央，地域子育て支援センター兵庫，地

域子育て支援センター北，地域子育て支援センター北神，地域子育て支援センター長田，地

域子育て支援センター須磨，地域子育て支援センター垂水及び地域子育て支援センター西」

に改め，同表環境局事業部事業管理課の項中「環境局事業部事業管理課」を「環境局事業管

理課」に改め，同表環境局事業部業務課の項中「環境局事業部業務課」を「環境局業務課」

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，同表環境局事業部施設課落合クリーンセ

ンターの項中「環境局事業部施設課落合クリーンセンター」を「環境局施設課落合クリーン

センター」に改め，同表環境局事業部事業所の項中「環境局事業部事業所」を「環境局事業

所」に改め，同表環境局事業部クリーンセンターの項中「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，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，同表環境局事業系

廃棄物対策部の項中「環境局事業系廃棄物対策部」を「環境局事業系廃棄物対策課」に改め，

同表経済観光局ファッション産業課の項の次に次のように加える。

    

　別表第２第１号の表経済観光局農政部計画課の項中「経済観光局農政部計画課」を「経済
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事務担当

者

係長健康局保健所環境保健研究所

副所長健康局保健所食品衛生検査所

担当係長健康局保健所食肉衛生検査所

副所長健康局保健所精神保健福祉センター

係長経済観光局消費生活センター



１６０５

観光局農政計画課」に改め，同表経済観光局農政部西農業振興センターの項中「経済観光局

農政部西農業振興センター」を「経済観光局西農業振興センター」に改め，同表経済観光局

農政部北農業振興センターの項中「経済観光局農政部北農業振興センター」を「経済観光局

北農業振興センター」に改め，同表建設局道路部管理課の項中「建設局道路部管理課」を

「建設局道路管理課」に改め，同表都市局計画部都市計画課の項中「都市局計画部都市計画

課」を「都市局都市計画課」に改め，同表都市局計画部まち再生推進課の項中「都市局計画

部まち再生推進課」を「都市局まち再生推進課」に改め，同表都市局市街地整備部浜山都市

整備課の項を削り，同表消防局予防部危険物保管課の項の次に次のように加える。

　別表第２第１号の表教育委員会事務局文化財課の項から教育委員会事務局中央図書館の項

までを削る。

　別表第２第２号の表保健福祉局保健所保健センターの項中「保健福祉局保健所保健センタ

ー」を「健康局保健所保健センター」に改め，同表こども家庭局こども育成部若葉学園の項

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，同表区役所

総務部総務課（北区役所総務部総務課山田連絡所並びに西区役所総務部総務課伊川谷連絡所，

押部谷連絡所，神出連絡所及び岩岡連絡所を除く。）の項中「区役所総務部総務課（北区役

所総務部総務課山田連絡所並びに西区役所総務部総務課伊川谷連絡所，押部谷連絡所，神出

連絡所及び岩岡連絡所を除く。）」を「区役所総務部総務課（北区役所総務部総務課山田出

張所並びに西区役所総務部総務課伊川谷出張所，押部谷出張所，神出出張所及び岩岡出張所

を除く。）」に改め，同表北区役所総務部総務課山田連絡所の項中「北区役所総務部総務課

山田連絡所」を「北区役所総務部総務課山田出張所」に改め，同表西区役所総務部総務課伊

川谷連絡所，押部谷連絡所，神出連絡所及び岩岡連絡所の項中「西区役所総務部総務課伊川

谷連絡所，押部谷連絡所，神出連絡所及び岩岡連絡所」を「西区役所総務部総務課伊川谷出

張所，押部谷出張所，神出出張所及び岩岡出張所」に，「総務課の係長」を「総務課の係長

及び担当係長」に改める。

　別表第２第３号の表北神区役所市民課有馬連絡所，道場連絡所，八多連絡所，大沢連絡所，

長尾連絡所及び淡河連絡所の項中「北神区役所市民課有馬連絡所，道場連絡所，八多連絡所，

大沢連絡所，長尾連絡所及び淡河連絡所」を「北神区役所市民課有馬出張所，道場出張所，

八多出張所，大沢出張所，長尾出張所及び淡河出張所」に改める。

　別表第２第５号中「出張所特別出納員の所管に係るもの」を「西神中央出張所特別出納員

の所管に係るもの」に改め，同表西区役所総務部西神中央出張所櫨谷連絡所及び平野連絡所

の項中「西区役所総務部西神中央出張所櫨谷連絡所及び平野連絡所」を「西区役所総務部総

務課櫨谷出張所及び平野出張所」に改める。

　別表第５中「区会計管理者，北神特別出納員，支所特別出納員，出張所特別出納員」を

「区会計管理者，北神特別出納員，支所特別出納員，西神中央出張所特別出納員」に改める。

（物品会計規則の一部改正）

第８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号の表神戸市事務分掌規則（平成３１年３月規則第６６号）第２条第１項の表に

規定する課の項中「行財政局税務部市民税課市税の窓口，市民参画推進局住民課三宮証明サ

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

係長教育委員会事務局監理室



ービスコーナー並びに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並びに

健康部生活衛生課動物管理センター」を「行財政局住民課三宮証明サービスコーナー及び税

務部市民税課市税の窓口，福祉局保護課更生センター及び更生援護相談所並びに健康局生活

衛生課動物管理センター」に改め，同表危機管理室，企画調整局情報化戦略部及び環境局事

業系廃棄物対策部の項中「環境局事業系廃棄物対策部」を「福祉局監査指導部」に改め，同

表第２類の事業所（保健福祉局障害福祉部障害者更生相談所及び保健所精神保健福祉センタ

ー並びにこども家庭局こども育成部若葉学園，東部療育センター及び西部療育センターを除

く。）の項中「保健福祉局障害福祉部障害者更生相談所及び保健所精神保健福祉センター並

びにこども家庭局こども育成部若葉学園，東部療育センター及び西部療育センター」を「文

化スポーツ局博物館小磯記念美術館，福祉局障害者更生相談所及びひきこもり支援室，健康

局保健所精神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，東部療育セ

ンター及び西部療育センター」に改め，同項の次に次のように加える。

　別表第１第１号の表保健福祉局障害福祉部障害者更生相談所並びにこども家庭局こども育

成部東部療育センター及び西部療育センターの項中「保健福祉局障害福祉部障害者更生相談

所並びにこども家庭局こども育成部東部療育センター及び西部療育センター」を「福祉局障

害者更生相談所並びにこども家庭局東部療育センター及び西部療育センター」に改め，同項

の次に次のように加える。

　別表第１第１号の表保健福祉局保健所精神保健福祉センターの項中「保健福祉局保健所精

神保健福祉センター」を「健康局保健所精神保健福祉センター」に改め，同表第３類の事業

所の項中「第３類の事業所」を「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。）」に改め，同項の次に次のように加える。

　別表第１第１号の表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条に規定する課の項中「学校教育部児童生徒課青少年補導センター」を「学校教育

部青少年育成センター」に改め，同項の次に次のように加える。

　別表第１第１号の表第１類教育機関（小磯記念美術館を除く。）の項，教育委員会事務局

博物館小磯記念美術館（神戸ゆかりの美術館を除く。）の項及び教育委員会事務局博物館小

磯記念美術館神戸ゆかりの美術館の項を削る。

　別表第１第２号の表保健福祉局保健所保健センターの項中「保健福祉局保健所保健センタ

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６０６

事務室長係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。）

室長担当係長福祉局ひきこもり支援室

事務長事務担当者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

室長係長神戸市教育委員会事務局組織規則第１条

に規定する課に相当する室



１６０７

ー」を「健康局保健所保健センター」に改め，同表区役所総務部並びに北神区役所市民課及

びまちづくり課の項中「北区役所総務部総務課山田連絡所，北神区役所市民課有馬連絡所，

道場連絡所，八多連絡所，大沢連絡所，長尾連絡所及び淡河連絡所，西区役所総務部総務課

伊川谷連絡所，押部谷連絡所，神出連絡所及び岩岡連絡所並びに垂水区役所総務部市民課明

舞サービスコーナー」を「北区役所総務部総務課山田出張所，北神区役所市民課有馬出張所，

道場出張所，八多出張所，大沢出張所，長尾出張所及び淡河出張所，西区役所総務部総務課

伊川谷出張所，押部谷出張所，神出出張所及び岩岡出張所並びに垂水区役所総務部市民課明

舞サービスコーナー」に改め，同表区役所出張所の項中「区役所出張所」を「西神中央出張

所」に，「西区役所総務部西神中央出張所櫨谷連絡所及び平野連絡所」を「西区役所総務部

総務課櫨谷出張所及び平野出張所」に改め，同表こども家庭局こども育成部若葉学園の項中

「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。

（収入証紙条例施行規則の一部改正）

第９条　神戸市収入証紙条例施行規則（昭和３９年３月規則第８４号）の一部を次のように改正す

　る。

　　第２条第１号中「行財政局税務部」を「行財政局住民課及び税務部」に改め，「，市民参

　画推進局住民課における証明手数料」を削る。

　（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１０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６５条第１項第１号中「行財政局財政部契約監理課」を「行財政局契約監理課」に改める。

　別表第１港湾局空港調整課の項の次に次のように加える。

　別表第１港湾局みなと振興部経営課の項中「港湾局みなと振興部経営課」を「港湾局経営

課」に改め，同表港湾局みなと振興部振興課の項及び港湾局みなと振興部ポートセールス課

の項を削り，同表港湾局みなと振興部海務課の項中「港湾局みなと振興部海務課」を「港湾

局海務課」に改め，同表港湾局みなと振興部神戸港管理事務所の項中「港湾局みなと振興部

神戸港管理事務所」を「港湾局神戸港管理事務所」に改め，同項の次に次のように加える。

　別表第１港湾局工務・防災部工務課の項中「港湾局工務・防災部工務課」を「港湾局工務

課」に改め，同表港湾局工務・防災部海岸防災課の項中「港湾局工務・防災部海岸防災課」

を「港湾局海岸防災課」に改める。

　別表第６行財政局財政部契約監理課の項中「行財政局財政部契約監理課」を「行財政局契

約監理課」に改め，同表行財政局資産活用部資産活用課の項中「行財政局資産活用部資産活

用課」を「行財政局資産活用課」に改め，同表港湾局経営企画課の項の次に次のようにを加

える。
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係長港湾局振興課

係長港湾局客船誘致課

係長港湾局物流戦略課

課長課長課長港湾局ウォーターフロント計画課



　別表第６港湾局空港調整課の項の次に次のように加える。

　別表第６港湾局みなと振興部経営課の項中「港湾局みなと振興部経営課」を「港湾局経営

課」に改め，同表港湾局みなと振興部振興課の項及び港湾局みなと振興部ポートセールス課

の項を削り，同表港湾局みなと振興部海務課の項中「港湾局みなと振興部海務課」を「港湾

局海務課」に改め，同表港湾局みなと振興部神戸港管理事務所の項中「港湾局みなと振興部

神戸港管理事務所」を「港湾局神戸港管理事務所」に改め，同表港湾局計画部港湾計画課の

項中「港湾局計画部港湾計画課」を「港湾局港湾計画課」に改め，同表港湾局計画部ウォー

ターフロント計画課の項中「港湾局計画部ウォーターフロント計画課」を「港湾局物流戦略

課」に改め，同表港湾局工務・防災部工務課の項中「港湾局工務・防災部工務課」を「港湾

局工務課」に改め，同表港湾局工務・防災部海岸防災課の項中「港湾局工務・防災部海岸防

災課」を「港湾局海岸防災課」に改め，同表港湾局工務・防災部神戸港整備事務所の項を削

る。

　（財産区有財産管理規則の一部改正）

第１１条　財産区有財産管理規則（昭和４０年２月規則第７２号）の一部を次のように改正する。

　　様式第１号中「行財政局資産活用部資産活用課」を「行財政局資産活用課」に改める。

　　様式第２号中「行財政局資産活用部資産活用課用」を「行財政局資産活用課用」に改める。

　（公有財産規則の一部改正）

第１２条　神戸市公有財産規則（昭和４４年１０月規則第４３号の２）の一部を次のように改正する。

　　第２条第３号「第１３５条」を「第１３６条」に改め，同条第４号中「第１５７条」を「第１５８条」

　に改める。

　　第７条中「行財政局資産活用部資産活用課長」を「行財政局資産活用課長」に改める。

　　第１６条第２項中「都市局長」を「建築住宅局長」に改める。

　　第６１条中「行財政局資産活用部資産活用課長」を「行財政局資産活用課長」に改める。

　（総合福祉センター条例施行規則の一部改正）

第１３条　神戸市立総合福祉センター条例施行規則（昭和４４年１０月規則第５４号）の一部を次のよ

　うに改正する。

　　第７条中「保健福祉局長」を「主管局長」に改める。

（開発登録簿閲覧規則の一部改正）

第１４条　神戸市開発登録簿閲覧規則（昭和４５年１２月規則第１０６号）の一部を次のように改正す

　る。

　　第２条中「都市局計画部指導課」を「都市局指導課」に改める。

　（道路占用規則の一部改正）

第１５条　神戸市道路占用規則（昭和４６年４月規則第１号）の一部を次のように改正する。

　　様式第１号の２中「道路部管理課」を「道路管理課」に改める。

　（高齢期移行者医療費助成に関する条例施行規則の一部改正）

第１６条　神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例施行規則（昭和４６年１２月規則第７５号）の

　一部を次のように改正する。
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課長課長課長港湾局振興課

課長課長課長港湾局客船誘致課



１６０９

　　第１５条中「保健福祉局長」を「福祉局長」に改める。

　（区行政の総合調整に関する規則の一部改正）

第１７条　神戸市区行政の総合調整に関する規則（昭和４８年３月規則第９９号）の一部を次のよう

　に改正する。

　　第１１条第１項中「環境局事業部事業所長」を「環境局事業所長」に改める。

　（高齢者及び障害者居室等改修資金貸付条例施行規則の一部改正）

第１８条　神戸市高齢者及び障害者居室等改修資金貸付条例施行規則（昭和４８年６月規則第４３ 

　号）の一部を次のように改正する。

　　第７条中「保健福祉局長」を「福祉局長」に改める。

　（文化賞等贈呈規則の一部改正）

第１９条　神戸市文化賞等贈呈規則（昭和４８年７月規則第５４号）の一部を次のように改正する。

　　第５条中「市民参画推進局長」を「文化スポーツ局長」に改める。

　（こども医療費助成に関する条例施行規則の一部改正）

第２０条　神戸市こども医療費助成に関する条例施行規則（昭和４８年８月規則第６３号）の一部を

　次のように改正する。

　　第１３条中「保健福祉局長」を「福祉局長」に改める。

　（重度障害者医療費助成に関する条例施行規則の一部改正）

第２１条　神戸市重度障害者医療費助成に関する条例施行規則（昭和４８年８月規則第６５号）の一

　部を次のように改正する。

　　第１５条中「保健福祉局長」を「福祉局長」に改める。

　（災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部改正）

第２２条　神戸市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（昭和４９年４月規則第４１号）の一部

　を次のように改正する。

　　第１９条中「保健福祉局」を「福祉局」に改める。

　（消費生活会議及び消費者苦情処理審議会に関する規則の一部改正）

第２３条　神戸市消費生活会議及び神戸市消費者苦情処理審議会に関する規則（昭和４９年７月規

　則第８２号）の一部を次のように改正する。

　　第６条中「市民参画推進局」を「経済観光局」に改める。

　（公印規則の一部改正）

第２４条　神戸市公印規則（昭和５２年３月規則第１１１号）の一部を次のように改正する。

　　附則第４項中「第５条」を「第４条」に改める。

　　附則別表第２の項中「市民参画推進局男女活躍勤労課」を「文化スポーツ局文化交流課」

　に改め，同表第３の項を次のように改める。

　附則別表第５の項中「神戸市立区民センター（神戸市立灘区民ホール，神戸市立葺合文化

センター及び神戸市立生田文化会館を除く。）」を「神戸市立文化センター（神戸市立灘区

民ホール及び神戸市立生田文化会館を除く。）」に，「区民センター使用許可専用市長の

印」を「文化センター使用許可専用市長の印」に，「市民参画推進局文化交流部文化交流

課」を「文化スポーツ局文化交流課」に改め，同表６の項中「市民参画推進局文化交流部文
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１６１１

　附則様式１４

　　削除

　別表第２　７の項及び８の項中「行財政局資産活用部資産活用課」を「行財政局資産活用

課」に改め，同表９の項中「行財政局財政部契約監理課」を「行財政局契約監理課」に改め，

同表１０の項中「行財政局税務部税務課，市民税課，固定資産税課及び収税課，市民参画推進

局住民課」を「行財政局住民課，税務部税務課，市民税課，固定資産税課及び収税課」に改

め，同表１１の項中「市民参画推進局市民協働課」を「企画調整局つなぐラボ」に改め，同表

１７の項中「市民参画推進局男女活躍勤労課」を「企画調整局企画課」に改め，同表１９の項中

「経済観光局観光ＭＩＣＥ部観光企画課」を「経済観光局観光企画課」に改め，同表２０の項

中「保健福祉局健康部生活衛生課」を「健康局生活衛生課」に改め，同表２１の項及び２２の項

中「保健福祉局健康部斎園管理課」を「健康局斎園管理課」に改め，同表２２の２の項中「保

健福祉局高齢福祉部介護指導課」を「福祉局監査指導部」に改め，同表２２の３の項及び２２の

４の項中「保健福祉局障害福祉部障害者支援課」を「福祉局監査指導部」に改め，同表２２の

５の項中「保健福祉局保健所各保健センター」を「各区役所（北神区役所を除く。）保健福

祉部健康福祉課，北神区役所保健福祉課及び須磨区役所北須磨支所保健福祉課」に改め，同

表２４の項及び２６の項中「経済観光局農政部西農業振興センター及び北農業振興センター」を

「経済観光局西農業振興センター及び北農業振興センター」に改め，同表２６の２の項中「建

設局防災部河川課」を「建設局河川課」に改め，同表２７の項及び２８の項中「建設局道路部管

理課」を「建設局道路管理課」に改め，同表２９の項中「建設局下水道部経営管理課及び管路

課並びに各水環境センター管理課」を「建設局下水道部経営管理課及び各水環境センター管

理課」に改め，同表３７の項中「港湾局経営企画課及びみなと振興部神戸港管理事務所」を

「港湾局経営企画課及び神戸港管理事務所」に改め，同表３８の２の項中「区役所，区役所支

所及び区役所出張所」を「区役所，区役所支所及び西区役所西神中央出張所」に改め，別表

第３　４３の項中「庶務担当課」を「総務担当課」に改める。

　別表第４　６７の項中「区役所支所及び区役所出張所」を「区役所支所及び西区役所西神中

央出張所」に改め，同表６８の項中

　「

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

各区役所（北神区役所を除

く。）総務部保険年金医療課

区役所において行う介護保険に関する事務

北神区役所市民課，須磨区役

所北須磨支所市民課及び西区

役所総務部西神中央出張所

北神区役所市民課，区役所支所及び区役所出

張所において行う次に掲げる事務

　⑴ 　戸籍，印鑑登録証明，住民基本台帳，

　　選挙（区選挙管理委員会の所管に属する

　　ものを除く。），主要食料の配給，諸証

　　明及び就学に関する事務

　⑵　 国民健康保険に関する事務（保険料

　　その他の収入金の賦課徴収，保険料その

　　他の徴収金の徴収の嘱託及び嘱託を受け

　　ること並びに保険料その他の徴収金の滞

　　納処分に関することを除く。）

　⑶　 国民年金に関する事務



       　　 」

　「

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６１２

　

　　を

　⑷　老人保健医療に関する事務

　⑸　神戸市高齢期移行者医療費助成に関す

　　る条例（昭和４６年４月条例第１３号）に関

　　する事務

　⑹　神戸市こども医療費助成に関する条例

　　（昭和４８年４月条例第６号）に関する事

　　務

　⑺　神戸市重度障害者医療費助成に関する

　　条例（昭和４８年４月条例第７号）に関す

　　る事務

　⑻　神戸市ひとり親家庭等医療費助成に関

　　する条例（昭和５４年３月条例第７３号）に

　　関する事務

　⑼　介護保険に関する事務

　⑽　後期高齢者医療に関する事務

各区役所（北神区役所を除

く。）総務部市民課（市民参

画推進局住民課）

　　キオスク端末（地方公共団体情報システ

　　ム機構の使用に係る電子計算機を経由し

　　て本市の使用に係る電子計算機と電気通

　　信回線で接続された通信端末機器をい 

　　う。）による戸籍，印鑑登録証明及び住

　　民基本台帳の証明に関する事務

三宮証明サービスコーナーにおいて行う戸籍，

印鑑登録証明及び住民基本台帳の証明に関す

る事務

垂水区役所総務部市民課明舞サービスコーナーにおいて行う戸籍，印

鑑登録証明その他の証明及び住民基本台帳に

関する事務並びに就学に関する事務

北区役所総務部総務課，北神

区役所市民課及び西区役所総

務部総務課

区役所総務部総務課連絡所及び北神区役所市

民課連絡所において行う戸籍，印鑑登録証明

及び住民基本台帳の証明に関する事務

西区役所総務部西神中央出張

所

西区役所総務部西神中央出張所連絡所におい

て行う戸籍，印鑑登録証明及び住民基本台帳

の証明に関する事務

須磨区役所北須磨支所市民課

及び西区役所総務部西神中央

出張所　

区役所支所及び西区役所総務部西神中央出張

所において行う戸籍，印鑑登録証明，住民基

本台帳，選挙（区選挙管理委員会の所管に属

するものを除く。），主要食料の配給，諸証

明及び就学に関する事務

北区役所総務部総務課，北神

区役所市民課及び西区役所総

区役所出張所（西区役所総務部西神中央出張

所を除く。）において行う戸籍，印鑑登録証



１６１３

       　　 」

改め，同表６９の項中「区役所において行う次に掲げる事務」を「区役所（北神区役所を除

く。）において行う次に掲げる事務」に改める。

　（障害者福祉センター条例施行規則の一部改正）

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

務部総務課明及び住民基本台帳の証明に関する事務

行財政局住民課キオスク端末（地方公共団体情報システム機

構の使用に係る電子計算機を経由して本市の

使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続

された通信端末をいう。）による戸籍，印鑑

登録証明及び住民基本台帳の証明に関する事

務

　　三宮証明サービスコーナーにおいて行う戸籍，

印鑑登録証明及び住民基本台帳の証明に関す

る事務

　　に垂水区役所総務部市民課明舞サービスコーナーにおいて行う戸籍，印

鑑登録証明その他の証明及び住民基本台帳に

関する事務並びに就学に関する事務

北神区役所市民課，須磨区役

所北須磨支所市民課及び西区

役所総務部西神中央出張所

北神区役所，区役所支所及び西区役所総務部

西神中央出張所において行う次に掲げる事務

　⑴　国民健康保険に関する事務（保険料そ

　　の他の収入金の賦課徴収，保険料その他

　　の徴収金の徴収の嘱託及び嘱託を受ける

　　こと並びに保険料その他の徴収金の滞納

　　処分に関することを除く。）

　⑵　国民年金に関する事務

　⑶　老人保健医療に関する事務

　⑷　神戸市高齢期移行者医療費助成に関す

　　る条例（昭和４６年４月条例第１３号）に関

　　する事務

　⑸　神戸市こども医療費助成に関する条例

　　（昭和４８年４月条例第６号）に関する事

　　務

　⑹　神戸市重度障害者医療費助成に関する

　　条例（昭和４８年４月条例第７号）に関す

　　る事務

　⑺　神戸市ひとり親家庭等医療費助成に関

　　する条例（昭和５４年３月条例第７３号）に

　　関する事務

　⑻　介護保険に関する事務

　⑼　後期高齢者医療に関する事務

各区役所（北神区役所を除

く。）総務部保険年金医療課

区役所（北神区役所を除く。）において行う

介護保険に関する事務



第２５条　神戸市障害者福祉センター条例施行規則（昭和５２年７月規則第６６号）の一部を次のよ

　うに改正する。

　　第９条中「保健福祉局」を「福祉局」に改める。

　（市民福祉振興等基金条例施行規則の一部改正）

第２６条　神戸市市民福祉振興等基金条例施行規則（昭和５２年９月規則第８９号）の一部を次のよ

　うに改正する。

　　第２条及び第３条中「保健福祉局長」を「福祉局長」に改める。

　（保健医療審議会規則の一部改正）

第２７条　神戸市保健医療審議会規則（昭和５３年１２月規則第１０４号）の一部を次のように改正す

　る。

　　第９条中「保健福祉局」を「健康局」に改める。

　（ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の一部改正）

第２８条　神戸市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則（昭和５４年６月規則第１３号）

　の一部を次のように改正する。

　　第１５条中「保健福祉局長」を「福祉局長」に改める。

　（情報公開審査会規則の一部改正）

第２９条　神戸市情報公開審査会規則（昭和６１年１１月規則第５０号）の一部を次のように改正する。

　　第４条中「市民参画推進局」を「市長室」に改める。

　（長寿社会対策等基金条例施行規則の一部改正）

第３０条　神戸市長寿社会対策等基金条例施行規則（平成元年３月規則第６９号）の一部を次のよ

　うに改正する。

　　第２条及び第３条中「保健福祉局長」を「福祉局長」に改める。

　（障害者更生相談所条例施行規則の一部改正）

第３１条　神戸市障害者更生相談所条例施行規則（平成５年３月規則第１０８号）の一部を次のよ

　うに改正する。

　　第６条中「保健福祉局長」を「福祉局長」に改める。

　（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改正）

第３２条　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。

　　様式第１号中「神戸市環境局事業部業務課」を「神戸市環境局業務課」に改める。

　（在宅障害者福祉センター条例施行規則の一部改正）

第３３条　神戸市立在宅障害者福祉センター条例施行規則（平成５年３月規則第１２４号）の一部

　を次のように改正する。

　　第９条中「保健福祉局長」を「福祉局長」に改める。

　（国民健康保険財政安定化基金条例施行規則の一部改正）

第３４条　神戸市国民健康保険財政安定化基金条例施行規則（平成９年３月規則第１１７号）の一

　部を次のように改正する。

　　第２条及び第３条中「保健福祉局」を「福祉局」に改める。

　（個人情報保護審議会規則の一部改正）

第３５条　神戸市個人情報保護審議会規則（平成９年１２月規則第５４号）の一部を次のように改正

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６１４
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　する。

　　第４条中「市民参画推進局」を「市長室」に改める。

　（介護保険条例施行規則の一部改正）

第３６条　神戸市介護保険条例施行規則（平成１２年３月規則第１２９号）の一部を次のように改正

　する。

　　第６条中「保健福祉局」を「福祉局」に改める。

　（介護給付費等準備基金条例施行規則の一部改正）

第３７条　神戸市介護給付費等準備基金条例施行規則（平成１２年３月規則第１３０号）の一部を次

　のように改正する。

　　第２条及び第３条中「保健福祉局長」を「福祉局長」に改める。

　（屋外広告物条例施行規則の一部改正）

第３８条　神戸市屋外広告物条例施行規則（平成１２年３月規則第１４４号）の一部を次のように改

　正する。

　　第１２条の３中「建設局道路部管理課」を「建設局道路管理課」に改める。

　（身体障害者福祉法施行細則の一部改正）

第３９条　神戸市身体障害者福祉法施行細則（平成１５年３月規則第７２号）の一部を次のように改

　正する。

　　第８条中「保健福祉局長」を「福祉局長」に改める。

　（男女共同参画審議会規則の一部改正）

第４０条　神戸市男女共同参画審議会規則（平成１５年７月規則第２４号）の一部を次のように改正

　する。

　　第７条中「市民参画推進局」を「企画調整局」に改める。

　（男女共同参画の推進に関する条例施行規則の一部改正）

第４１条　神戸市男女共同参画の推進に関する条例施行規則（平成１５年９月規則第２９号）の一部

　を次のように改正する。

　　第４条中「市民参画推進局」を「企画調整局」に改める。

　　第１０条中「市民参画推進局長」を「企画調整局長」に改める。

　（地域活動推進委員会規則の一部改正）

第４２条　神戸市地域活動推進委員会規則（平成１６年９月規則第２０号）の一部を次のように改正

　する。

　　第５条中「市民参画推進局」を「企画調整局」に改める。

　（市民のくらしをまもる条例施行規則の一部改正）

第４３条　神戸市民のくらしをまもる条例施行規則（平成１７年６月規則第１８号）の一部を次のよ

　うに改正する。

　　第１０条第２項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

　　第２３条中「市民参画推進局長」を「経済観光局長」に改める。

　　別表第１から別表第４までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

　（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等施行細則の一部改正）

第４４条　神戸市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等施行細則（平

　成１８年３月規則第１０２号）の一部を次のように改正する。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号



　　第６条中「保健福祉局」を「福祉局」に改める。

　（職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正）

第４５条　神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（平成１８年３月規則第１０４号）の一

　部を次のように改正する。

　　第４条中「保健福祉局保健所調整課」を「健康局保健所保健課」に改める。

　　第１０条中「次の各号に掲げるものとし，当該各号に定める日に支給する。」を「海外派遣

　手当とし，４月分から６月分までにあっては４月における給料の支給日，７月分から９月分ま

　でにあっては７月における給料の支給日，１０月分から１２月分までにあっては１０月における給

　料の支給日及び１月分から３月分までにあっては１月における給料の支給日に支給する。」

　に改め，同条各号を削る。

　（労務職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正）

第４６条　神戸市労務職員の特殊勤務手当に関する規則（平成１８年３月規則第１０５号）の一部を

　次のように改正する。

　　第３条中「保健福祉局高齢福祉部」を「福祉局」に改める。

　（市民文化振興基金条例施行規則の一部改正）

第４７条　神戸市市民文化振興基金条例施行規則（平成１８年３月規則第１０７号）の一部を次のよ

　うに改正する。

　　第２条及び第３条中「市民参画推進局長」を「文化スポーツ局長」に改める。

　（市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例施行規則の一部改正）

第４８条　神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例の施行規則（平成１８

　年１２月規則第４３号）の一部を次のように改正する。

　　第７条第３項中「，公営企業管理者」を「，公営企業管理者，教育委員会事務局長」に改

　める。

　（技能奨励賞選考委員会規則の一部改正）

第４９条　神戸市技能奨励賞選考委員会規則（平成２５年３月規則第６２号）の一部を次のように改

　正する。

　　第９条中「市民参画推進局」を「経済観光局」に改める。

　（男女いきいき事業所表彰選考委員会規則の一部改正）

第５０条　神戸市男女いきいき事業所表彰選考委員会規則（平成２５年３月規則第６５号）の一部を

　次のように改正する。

　　第９条中「市民参画推進局」を「企画調整局」に改める。

　（文化賞等選考委員会規則の一部改正）

第５１条　神戸市文化賞等選考委員会規則（平成２５年３月規則第６６号）の一部を次のように改正

　する。

　　第９条中「市民参画推進局」を「文化スポーツ局」に改める。

　（福祉有償運送運営協議会規則の一部改正）

第５２条　神戸市福祉有償運送運営協議会規則（平成２５年３月規則第７１号）の一部を次のように

　改正する。

　　第９条中「保健福祉局」を「福祉局」に改める。

　（予防接種健康被害調査委員会規則の一部改正）
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第５３条　神戸市予防接種健康被害調査委員会規則（平成２５年３月規則第７２号）の一部を次のよ

　うに改正する。

　　第９条中「保健福祉局」を「健康局」に改める。

　（指定管理者選定評価委員会規則の一部改正）

第５４条　神戸市指定管理者選定評価委員会規則（平成２５年３月規則第８４号）の一部を次のよう

　に改正する。

　別表中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　（消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則の一部改正）

第５５条　神戸市消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則（平成２６年３月規則第４７号）

　　第２条第１号中「第２１２条第２項」を「第２１７条第２項」に改める。

　（副市長事務分担規則の一部改正）

第５６条　副市長事務分担規則（平成２５年１１月規則第２８号）の一部を次のように改正する。

　　第２条第１項第２号中「，市民参画推進局，保健福祉局」を「，文化スポーツ局，福祉局，

　健康局」に，「，水道局」を「及び水道局」に改め，同項第３号中「，消防局」を「及び消

　防局」に改める。　

　（東北地方太平洋沖地震に伴う介護保険の保険料の減免に関する規則の一部改正）

第５７条　東北地方太平洋沖地震に伴う介護保険の保険料の減免に関する規則（平成２６年８月規

　則第１９号）の一部を次のように改正する。

　　第２条中「保健福祉局長」を「福祉局長」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５８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条に次の１号を加える。

　岩　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）第１条に規

　　定する神戸市生涯学習支援センターその他の施設

　（保健事業に係る研究倫理審査委員会規則の一部改正）

第５９条　神戸市保健事業に係る研究倫理審査委員会規則（平成２９年３月規則第６７号）の一部を

　次のように改正する。

　　第９条中「保健福祉局」を「健康局」に改める。

　（認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会規則の一部改正）

第６０条　神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会規則（平成３０年３月規則第３８号）
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　の一部を次のように改正する。

　　第９条中「保健福祉局」を「福祉局」に改める。

　（更生援護相談所条例施行規則の一部改正）

第６１条　神戸市立更生援護相談所条例施行規則（平成３０年３月規則第３９号）の一部を次のよう

　に改正する。

　　第６条中「保健福祉局長」を「福祉局長」に改める。

　（スポーツ推進委員規則の一部改正）

第６２条　神戸市スポーツ推進委員規則（平成３１年３月規則第５８号）の一部を次のように改正す

　る。

　　第７条第１項中「市民参画推進局」を「文化スポーツ局」に改める。

　　第８条中「市民参画推進局長」を「文化スポーツ局長」に改める。

　（市民スポーツ推進審議会規則の一部改正）

第６３条　神戸市市民スポーツ推進審議会規則（平成３１年３月規則第５９号）の一部を次のように

　改正する。

　　第７条中「市民参画推進局」を「文化スポーツ局」に改める。

　（市民スポーツ振興等基金条例施行規則の一部改正）

第６４条　神戸市市民スポーツ振興等基金条例施行規則（平成３１年３月規則第６０号）の一部を次

　のように改正する。

　　第２条及び第３条中「市民参画推進局長」を「文化スポーツ局長」に改める。

　（体育施設条例施行規則の一部改正）

第６５条　神戸市体育施設条例施行規則（平成３１年３月規則第６１号）の一部を次のように改正す

　る。

　　第６条第２号中「公益財団法人神戸市スポーツ教育協会」を「公益財団法人神戸市スポー

　ツ協会」に改める。

　　第１４条中「市民参画推進局長」を「文化スポーツ局長」に改める。

　（ポートアイランドホール条例施行規則の一部改正）

第６６条　神戸市ポートアイランドホール条例施行規則（平成３１年３月規則第６２号）の一部を次

　のように改正する。

　　第１１条中「市民参画推進局長」を「文化スポーツ局長」に改める。

　（自然の家条例施行規則の一部改正）

第６７条　神戸市立自然の家条例施行規則（平成３１年３月規則第６３号）の一部を次のように改正

　する。

　　第７条中「市民参画推進局長」を「文化スポーツ局長」に改める。

　（洞川教育キャンプ場条例施行規則の一部改正）

第６８条　神戸市立洞川教育キャンプ場条例施行規則（平成３１年３月規則第６４号）の一部を次の

　ように改正する。

　　第５条中「市民参画推進局長」を「文化スポーツ局長」に改める。

　（市長の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正）

第６９条　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）の一部

　を次のように改正する。
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　　第４７条第５号中「第１１条第３項」を「第１１条第４項」に，「同条第４項」を「同条第５ 

　項」に改める。

　　第６６条第１項中「第７８条及び第７８条の２」を「第７７条の２，第７８条及び第７８条の２」に改

　め，同条第２項中「第５５条の４第２項」の次に「（法第５５条の５第２項において準用する場

　合を含む。）」を加え，同項中第２２号を第２４号とし，第２１号を第２２号とし，同号の次に次の

　１号を加える。

　　莞　生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）に基づく事業又は給付金についての

　　　情報の提供，助言その他適切な措置に関すること（法第８１条の３）。

　　第６６条第２項中第２０号を第２１号とし，第１５号から第１９号までを１号ずつ繰り下げ，第１４号

　の次に次の１号を加える。

　　⒂　進学準備給付金の支給に関すること（法第５５条の５）。

　　第６７条中「平成２５年法律第１０５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。

  訓  令  甲  

訓令甲第１４号

庁 中 一 般　

区　役　所　

事　業　所　

　神戸市長の権限に属する事務の専決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　

　　　神戸市長の権限に属する事務の専決規程等の一部を改正する訓令

　（市長の権限に属する事務の専決規程の一部改正）

第１条　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）の一部を次の

　ように改正する。

　第１条中「建設局湾岸道路本部長」を「建設局湾岸・広域幹線道路本部長」に改め，「，

区役所支所長」の次に「西神中央出張所長」を加え，「第１５７条第１項」を「第１５８条第１

項」に改め，「消防局長」の次に「，教育委員会事務局長」を加える。

　第３条危機管理監専決事項の項第２号中「第２１７条第１項」を「第２２２条第１項」に改め，

同項第３号に次のように加える。

　　コ　警報の伝達及び警告に関すること（消防に係る事項を除く。）。

　　サ　避難の指示等に関すること（消防に係る事項を除く。）。

　　シ　警戒区域の設定等に関すること（消防に係る事項を除く。）。

　第３条危機管理監専決事項の項第４号に次のように加える。

　　サ　退避の指示等に関すること（消防に係る事項を除く。）。
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　　シ　警戒区域の設定に関すること（消防に係る事項を除く。）。

　第３条危機管理監専決事項の項第６号中「局長共通専決事項」を「局長及び担当局長共通

専決事項」に改める。

　第４条の見出し中「局長」を「局長及び担当局長」に改め，同条中「局長の専決事項は」

を「局長及び担当局長の専決事項は」に改め，「とする。」の次に「この場合において，担

当局長は，自らの所掌事務に属すること及び当該所掌事務に従事する職員に関することにつ

いて，局長及び担当局長共通専決事項の項に規定する事項（神戸市事務分掌規則第２２６条第

１項の規定に基づき事務分担に定めることにより，当該事項の一部を除くことができる。）

を専決するものとする。」を加え，同条局長共通専決事項の項中「局長共通専決事項」を

「局長及び担当局長共通専決事項」に改め，同項第１号中「局長共通」を「局長及び担当局

長共通」に改める。

　第４条企画調整局長専決事項の項を次のように改める。

　　　企画調整局長専決事項

　⑴　事務事業の調整（危機管理に関する対策に係る調整を除く。）に関すること。

　⑵　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２に規定する地縁による団体の認可 

　　（第７条企画調整局担当課長（神戸市事務分掌規則第１３条に規定する事務を所掌する担

　　当課長に限る。）専決事項の項第１号エ及びオに規定するものを除く。）及びこれに伴

　　う告示（同号アに規定するものを除く。）並びに認可の取消しに関すること。

　⑶　特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に関することのうち重要な事項に関す

　　ること。

　第４条企画調整局医療・新産業本部長専決事項の項中「局長共通」を「局長及び担当局長

共通」に改める。

　第４条市民参画推進局長専決事項の項を次のように改める。

　　　文化スポーツ局長専決事項

　⑴　神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例（平成９年

　　３月条例第５０号。以下この項において「条例」という。）第６条及び第７条の規定に基

　　づく神戸市指定有形文化財の指定及び解除に関すること。

　⑵　条例第２６条及び第２７条の規定に基づく神戸市指定無形文化財の指定及び解除に関する

　　こと。

　⑶　条例第３２条及び第３３条の規定に基づく神戸市指定有形民俗文化財及び神戸市指定無形

　　民俗文化財の指定及び解除に関すること。

　⑷　条例第３８条及び第３９条の規定に基づく神戸市指定史跡名勝天然記念物の指定及び解除

　　に関すること。

　⑸　条例第４４条の規定に基づく神戸市登録文化財の登録及び抹消に関すること。

　⑹　条例第４５条の規定に基づく神戸市地域文化財の認定及び解除に関すること。

　⑺　条例第４６条の規定に基づく神戸市歴史的建造物その他の有形の文化的所産の選定及び

　　解除に関すること。

　⑻　条例第４７条及び第４８条の規定に基づく文化環境保存区域の指定及び解除に関すること。

　⑼　条例第５４条及び第５５条の規定に基づく神戸市選定保存技術の選定等及び解除に関する

　　こと。
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　第４条保健福祉局長専決事項の項中「保健福祉局長専決事項」を「福祉局長専決事項」に

改め，第３号から第２４号までを削り，第２５号を第３号とし，第２６号から第３１号を２２号ずつ繰

り上げ，同項第３２号中「保健福祉局生活支援部くらし支援課長」を「福祉局くらし支援課

長」に改め，同号を同項第１０号とし，同項第３３号中「保健福祉局生活支援部くらし支援課

長」を「福祉局くらし支援課長」に改め，同号を同項第１１号とし，同項中第３４号を第１２号と

し，第３５号から第３９号までを２２号ずつ繰り上げ，第４０号から第４６号までを削り，同項の次に

次のように加える。

　　　健康局長専決事項

　⑴　母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）に関すること（こども家庭局長の専決事項に属

　　するものを除く。）。

　⑵　健康増進法（平成１４年法律第１０３号）に関すること。

　⑶　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）に関すること。

　⑷　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）に関することの

　　うち重要な事項に関すること。

　⑸　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）

　　に関すること。

　⑹　予防接種法（昭和２３年法律第６８号）に関すること。

　⑺　医療法（昭和２３年法律第２０５号）に関すること。

　⑻　食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に関すること。

　⑼　食品表示法（平成２５年法律第７０号）に関すること（経済観光局長の専決事項に属する

　　ものを除く。）。

　⑽　有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律（昭和４８年法律第１１２号）に関する

　　こと。

　⑾　狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）の規定による犬の一斉検診，交通遮断等に関

　　すること。

　⑿　動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）に関すること（第７条健

　　康局生活衛生課長専決事項の項第２号に規定するものを除く。）。

　⒀　と畜場法（昭和２８年法律第１１４号）に関すること。

　⒁　食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第７０号）に関するこ

　　と。

　⒂　旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）に関すること。

　⒃　興行場法（昭和２３年法律第１３７号）に関すること。

　⒄　公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号）に関すること。

　⒅　化製場等に関する法律（昭和２３年法律第１４０号）に関すること。

　⒆　水道法（昭和３２年法律第１７７号）に関すること（施設基準に適合するものであること

　　についての確認等の重要な事項に限る。）。

　⒇　特設水道条例（昭和３９年兵庫県条例第６２号）に関すること（確認等の重要な事項に限

　　る。）。

　肝　温泉法（昭和２３年法律第１２５号）に関すること（許可等の重要な事項に限る。）。

　艦　墓地，埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）に関すること。
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　莞　医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律

　　第１４５号）に関すること。

　観　毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３号）に関すること。

　諌　歯科技工士法（昭和３０年法律第１６８号）に関すること。

　貫　臨床検査技師等に関する法律（昭和３３年法律第７６号）に関すること。

　還　あん摩マツサージ指圧師，はり師，きゆう師等に関する法律（昭和２２年法律第２１７ 

　　号）に関すること。

　鑑　柔道整復師法（昭和４５年法律第１９号）に関すること。

　間　住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）及び神戸市住宅宿泊事業の実施の制限等に関

　　する条例（平成３０年３月条例第１８号）に関すること（業務改善命令，業務停止命令，勧

　　告，公表等の重要な事項に限る。）。

　閑　農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（令和元年法律第５７号）第１７条の規定

　　による施設（食品衛生法の適用を受ける施設に限る。）の認定，改善の求め，認定の取

　　消し及び報告に関すること。

　第４条こども家庭局長専決事項の項第１号中「保健福祉局長」を「健康局長」に改め，同

項第２号から第４号までの規定中「保健福祉局長」を「福祉局長」に改め，同項第５号中

「こども家庭局こども育成部担当課長（家庭支援調整担当）」を「こども家庭局担当課長

（家庭支援調整担当）」に改め，同項第８号中「保健福祉局長」を「福祉局長」に改める。

　第４条環境局長専決事項の項第１号中「及び産業廃棄物」を「，産業廃棄物」に改め，

「（平成１５年兵庫県条例第２３号）」の次に「，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３月条例第５７号）及び神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関す

る条例（平成２０年３月条例第４８号）」を加え，同項第３号中「又は」を「，」に改め，「実

施計画書」の次に「又は評価書案」を加え，同項に次の１号を加える。

　⑹　神戸市生物多様性の保全に関する条例（平成２９年１０月条例第７号）の規定に基づく希

　　少野生動植物及び指定外来種の指定，違反の事実等の公表並びに顕彰に関すること。

　第４条経済観光局長専決事項の項中第１号を削り，第２号を第１号とし，第３号及び第４

号を削り，同項中第１３号を第１４号とし，第１２号を第１３号とし，同項第１１号中「並びに同条例

第１９条の規定による認定及び承認」を削り，同号を同項第１２号とし，同項第１０号を削り，同

項中第９号を第１１号とし，同項第８号中「土地改良事業」の次に「の許可等」を加え，同号

を同項第１０号とし，同項中第６号及び第７号を削り，第５号を第２号とし，同号の次に次の

７号を加える。

　⑶　電気用品安全法（昭和３６年法律第２３４号）の規定に基づく報告の徴収並びに立入検査

　　及び質問に関すること。

　⑷　ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）の規定に基づく報告の徴収並びに立入検査及びこ

　　れに伴う命令に関すること。

　⑸　消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第３１号）の規定に基づく報告の徴収並びに立入

　　検査及びこれに伴う命令に関すること。

　⑹　家庭用品品質表示法（昭和３７年法律第１０４号）の規定に基づく指示，措置要求の申出

　　の受理及び調査，報告の徴収並びに立入検査に関すること。

　⑺　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法律第１４９号）
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　　に関すること（消防局長の専決事項に属するものを除く。）。

　⑻　食品表示法に関すること（健康局長の専決事項に属するものを除く。）。

　⑼　計量器の検査，取締り及び指導に関すること。

　第４条建設局湾岸・広域幹線道路本部長専決事項の項中「局長共通」を「局長及び担当局

長共通」に改める。

　第４条都市局都心再整備本部長専決事項の項中「局長共通」を「局長及び担当局長共通」

に改める。

　第４条建築住宅局長専決事項の項第４号中「，経済観光局農政部計画課長」を「，経済観

光局農政計画課長，経済観光局担当課長（農政企画担当）」に改める。

　第５条を次のように改める。

　（副局長専決事項）

　第５条　副局長の専決事項は，次のとおりとする。

　　　副局長共通専決事項

　⑴　別表第１に定める副局長，部長，担当部長及び室長共通の決裁区分に属する事項に関

　　すること。

　⑵　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。

　⑶　軽易定例なもの以外の諸証明に関すること。

　⑷　前３号に掲げる事項に準ずる事項に関すること。

　　　行財政局副局長専決事項

　別表第２に定める行財政局副局長の決裁区分に属する事項に関すること（予備費の使用又

は契約事務手続規程（昭和３９年５月訓令甲第６号）第２条に規定する経理契約（以下「経理

契約」という。）に関する事項を所掌する副局長に限る。）。

　　　都市局副局長専決事項

　別表第２に定める用地取得事務を所掌する副局長の決裁区分に属する事項に関すること。

　第６条中「第２２１条第１項」を「第２２６条第１項」に改める。

　第６条企画調整局医療・新産業本部新産業部長専決事項の項中「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）」

を「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）」

に改める。

　第６条行財政局財政部長専決事項の項を削る。

　第６条行財政局資産活用部長専決事項の項中「行財政局資産活用部長専決事項」を「行財

政局担当部長（資産活用担当）専決事項」に改め，同項第１号中「資産活用部長」を「行財

政局担当部長（資産活用担当）及び用地取得事務を所掌する担当部長」に改め，同項第２号

中「都市局計画部長」を「都市局指導課長」に改める。

　第６条保健福祉局生活福祉部長専決事項の項中「保健福祉局生活福祉部長専決事項」を

「福祉局担当部長（生活福祉担当）専決事項」に改め，第１号を削り，第２号を第１号とし，

第３号を第２号とし，同項の次に次のように加える。

　　　福祉局監査指導部長専決事項

　⑴　社会福祉法人の定款の変更のうち重要な事項に関すること。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号



　⑵　社会福祉法人の監査及び指導のうち重要な事項に関すること。

　⑶　社会福祉事業を行う施設の監査及び指導のうち重要な事項に関すること。

　⑷　介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者，指定地域密着型サービス事業者，指定

　　居宅介護支援事業者，指定介護予防サービス事業者，指定地域密着型介護予防サービス

　　事業者及び指定介護予防・日常生活支援総合事業者に対する指定又は介護保険施設の開

　　設の許可並びに指導のうち重要な事項に関すること。

　⑸　老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業並びに老人福祉施設及び有料老人ホームに

　　係る指導のうち重要な事項に関すること。

　⑹　障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業者，障害者支援施設，一般相談支援

　　事業者及び特定相談支援事業者の指定並びに指導のうち重要な事項に関すること。

　⑺　障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業者の認定並びに指導のうち重要な事項に

　　関すること。

　⑻　児童福祉法に基づく障害児通所支援事業者，障害児入所施設，障害児相談支援事業者

　　の指定，設置認可並びに指導のうち重要な事項に関すること。

　⑼　社会福祉法に基づく障害者支援施設及び障害児入所施設の設置許可に関すること。

　第６条保健福祉局高齢福祉部長専決事項の項，保健福祉局障害福祉部長専決事項の項，こ

ども家庭局こども育成部長専決事項の項，こども家庭局子育て支援部長専決事項の項，環境

局事業部長専決事項の項，環境局事業系廃棄物対策部長専決事項の項及び経済観光局農政部

長専決事項の項を削る。

　第６条建設局防災部長専決事項の項中「建設局防災部長専決事項」を「建設局担当部長

（防災担当）専決事項」に改め，同項第３号中「関すること」の次に「（建設事務所の所管

に属するものを除く。）」を加え，イを削り，ウをイとし，エをウとする。

　第６条建設局道路部長専決事項の項及び都市局計画部長専決事項の項を削る。

　第６条都市局都心再整備本部都心再整備部長専決事項の項中「用地取得事務担当部の部

長」を「用地取得事務を所掌する部長」に改める。

　第６条都市局市街地整備部長専決事項の項第１号中「用地取得事務担当部の部長」を「用

地取得事務を所掌する部長」に改める。

　第６条都市局新都市事業部長専決事項の項中「用地取得事務担当部の部長」を「用地取得

事務を所掌する部長」に改める。

　第６条都市局新都市事業部担当部長（新都市整備担当）専決事項の項中「都市局新都市事

業部担当部長（新都市整備担当）専決事項」を「都市局担当部長（新都市整備担当）専決事

項」に改め，同項第１号中「新都市事業部」を「都市局」に改め，同項第２号中「用地取得

事務担当部の部長」を「用地取得事務を所掌する担当部長」に改める。

　第６条住宅都市局建築指導部長専決事項の項中「住宅都市局建築指導部長専決事項」を

「建築住宅局建築指導部長専決事項」に改める。

　第６条港湾局担当部長（経営担当）専決事項の項中「用地取得事務担当部の部長」を「用

地取得事務を所掌する担当部長」に改める。

　第６条港湾局工務・防災部長専決事項の項中「港湾局工務・防災部長専決事項」を「港湾

局担当部長（工務・防災担当）専決事項」に改め，同項第１号中「工務・防災部長」を「港

湾局担当部長（工務・防災担当）」に改め，同項第２号中「用地取得事務担当部の部長」を
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「用地取得事務を所掌する担当部長」に改める。

　第６条会計室長専決事項の項第１号中「局長共通」を「局長及び担当局長共通」に改め，

同項第３号中「第４３条第２９号」を「第４３条第３１号」に改める。

　第７条中「第２２１条第１項」を「第２２６条第１項」に改める。

　第７条危機管理室担当課長（総務担当）専決事項の項の次に次のように加える。

　　　企画調整局企画課長専決事項

　男女共同参画センターの使用許可に関すること。

　　　企画調整局担当課長（神戸市事務分掌規則第１３条に規定する事務を所掌する担当課長

　　に限る。）専決事項

　⑴　地方自治法第２６０条の２の規定に係る次の事項に関すること。

　　ア　認可した地縁による団体に係る変更に係る告示

　　イ　地縁団体台帳の作成及び整備

　　ウ　認可した地縁による団体に係る証明書の交付

　　エ　認可した地縁による団体に係る規約の変更の認可

　　オ　認可した地縁による団体に係る残余財産の処分の認可

　　カ　申請及び届出

　　キ　通知

　⑵　認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関すること。

　⑶　特定非営利活動促進法に関することのうち重要でない事項に関すること。

　第７条行財政局担当課長（総務・文書担当）専決事項の項中「行財政局担当課長（総務・

文書担当）専決事項」を「行財政局担当課長（総務・文書改革担当）専決事項」に改め，同

項の次に次のように加える。

　　　行財政局住民課長専決事項

　三宮証明サービスコーナーにおける税に関する証明書の作成，交付及び手数料の徴収に関

すること。

　第７条行財政局財政部財務課長専決事項の項中「行財政局財政部財務課長専決事項」を

「行財政局財務課長専決事項」に改める。

　第７条行財政局財政部担当課長（資金・制度担当）専決事項の項中「行財政局財政部担当

課長（資金・制度担当）専決事項」を「行財政局担当課長（資金・制度担当）専決事項」に

改める。

　第７条行財政局財政部契約監理課長専決事項の項中「行財政局財政部契約監理課長専決事

項」を「行財政局契約監理課長専決事項」に改める。

　第７条行財政局資産活用部資産活用課長専決事項の項中「行財政局資産活用部資産活用課

長専決事項」を「行財政局資産活用課長専決事項」に改める。

　第７条行財政局税務部担当課長（個人市民税担当）専決事項の項中「徴収金」を「諸収入

金」に改める。

　第７条市民参画推進局市民協働課長専決事項の項，市民参画推進局住民課長専決事項の項

及び市民参画推進局男女活躍勤労課長専決事項の項を削る。

　第７条市民参画推進局スポーツ振興部スポーツ振興課長専決事項の項中「市民参画推進局

スポーツ振興部スポーツ振興課長専決事項」を「文化スポーツ局スポーツ企画課長専決事
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項」に改める。

　第７条保健福祉局監査指導課長専決事項の項を削る。

　第７条保健福祉局生活福祉部くらし支援課長専決事項の項中「保健福祉局生活福祉部くら

し支援課長専決事項」を「福祉局くらし支援課長専決事項」に改める。

　第７条保健福祉局生活福祉部保護課長専決事項の項中「保健福祉局生活福祉部保護課長専

決事項」を「福祉局保護課長専決事項」に改め，同項中第１号を削り，第２号を第１号とし，

第３号から第７号までを１号ずつ繰り上げる。

　第７条保健福祉局生活福祉部担当課長（くらし支援担当）専決事項の項，保健福祉局健康

部生活衛生課長専決事項の項及び保健福祉局健康部斎園管理課長専決事項の項を削る。

　第７条保健福祉局高齢福祉部高齢福祉課長専決事項の項を次のように改める。

　　　福祉局高齢福祉課長専決事項

　⑴　軽費老人ホームの入所及び退所に関すること（第１６条和光園園長の項に規定する専決

　　事項を除く。）。

　⑵　老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業並びに老人福祉施設及び有料老人ホームに

　　係る認可又は届出に関することのうち定例的な事項に関すること。

　第７条保健福祉局高齢福祉部担当課長（施設調整担当）専決事項の項を削る。

　第７条保健福祉局高齢福祉部介護保険課長専決事項の項中「保健福祉局高齢福祉部介護保

険課長専決事項」を「福祉局介護保険課長専決事項」に改める。

　第７条保健福祉局高齢福祉部介護指導課長専決事項の項を削る。

　第７条保健福祉局高齢福祉部国保年金医療課長専決事項の項中「保健福祉局高齢福祉部国

保年金医療課長専決事項」を「福祉局国保年金医療課長専決事項」に改める。

　第７条保健福祉局障害福祉部障害福祉課長専決事項の項を削る。

　第７条保健福祉局障害福祉部障害者支援課長専決事項の項中「保健福祉局障害福祉部障害

者支援課長専決事項」を「福祉局障害者支援課長専決事項」に改め，同項中第３号及び第４

号を削り，同項第５号中「関すること」の次に「（担当課長（監査指導担当）の専決事項に

属するものを除く。）」を加え，同号を同項第３号とし，同項第６号を削り，同項第７号中

「関すること」の次に「（担当課長（監査指導担当）の専決事項に属するものを除く。）」

を加え，同号を同項第４号とし，同項に次の１号を加える。

　⑸　精神障害者の社会適応訓練事業に関すること。

　第７条福祉局障害者支援課長専決事項の項の次に次のように加える。

　　　福祉局監査指導部担当課長（監査指導担当）専決事項

　⑴　社会福祉法人の定款の変更のうち軽易な事項に関すること。

　⑵　社会福祉法人の監査及び指導のうち軽易な事項に関すること。

　⑶　社会福祉事業を行う施設の監査及び指導のうち軽易な事項に関すること。

　⑷　老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業並びに老人福祉施設及び有料老人ホームに

　　対する指導に関すること。

　⑸　介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者，指定地域密着型サービス事業者，指定

　　居宅介護支援事業者，指定介護予防サービス事業者，指定地域密着型介護予防サービス

　　事業者及び介護保険施設に対する指定又は許可の更新，及び変更，休止，廃止並びに再

　　開等に係る届出に関することのうち定例的な事項に関すること。
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　⑹　介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者，指定地域密着型サービス事業者，指定

　　居宅介護支援事業者，指定介護予防サービス事業者，指定地域密着型介護予防サービス

　　事業者及び介護保険施設に対する指導に関すること。

　⑺　障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業者，障害者支援施設，一般相談支援

　　事業者及び特定相談支援事業者の指定の更新，変更，休止，廃止及び再開等に係る届出

　　のうち定例的な事項に関すること。

　⑻　障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業者の認定の更新，変更，休止，廃止及び

　　再開等に係る届出のうち定例的な事項に関すること（障害者支援課長の専決事項に属す

　　るものを除く。）。

　⑼　児童福祉法に基づく障害児通所支援事業者，障害児入所施設及び障害児相談支援事業

　　者の指定の更新，変更，休止，廃止及び再開等に係る届出のうち定例的な事項に関する

　　こと。

　⑽　障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者，指定障害者支援施設，指定

　　一般相談支援事業者，指定特定相談支援事業者及び認定地域生活支援事業者並びに児童

　　福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者，指定障害児入所施設及び指定障害児相談支

　　援事業者の指導に関すること（障害者支援課長の専決事項に属するものを除く。）。

　　　　健康局生活衛生課長専決事項

　⑴　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３０条の規定による

　　動物の譲渡に関すること。

　⑵　動物の愛護及び管理に関する法律第３５条の規定による犬又は猫の引取り場所の指定に

　　関すること。

　⑶　水道法に関すること（重要な事項を除く。）。

　⑷　特設水道条例に関すること（重要な事項を除く。）。

　⑸　住宅宿泊事業法に関すること（重要な事項及び保健所の所管に属するものを除く。）。

　⑹　神戸市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例に関すること（重要な事項を除 

　　く。）。

　　　健康局斎園管理課長専決事項

　⑴　墓園施設及び附属施設の使用の許可の取消しに関すること。

　⑵　改葬（神戸市立墓園条例（昭和４１年３月条例第４５号）別表第１に定める墓園及び附属

　　施設からの改葬を除く。）の許可に関すること。

　第７条こども家庭局こども育成部家庭支援課長専決事項の項中「こども家庭局こども育成

部家庭支援課長専決事項」を「こども家庭局家庭支援課長専決事項」に改める。

　第７条こども家庭局こども育成部担当課長（家庭支援調整担当）専決事項の項中「こども

家庭局こども育成部担当課長（家庭支援調整担当）専決事項」を「こども家庭局担当課長 

（家庭支援調整担当）専決事項」に改める。

　第７条こども家庭局子育て支援部事業課長専決事項の項中「こども家庭局子育て支援部事

業課長専決事項」を「こども家庭局幼保事業課長専決事項」に改め，同項第３号中「教育・

保育給付認定の変更」を「教育・保育給付認定」に，「区役所（」を「区役所（北神区役所

を除く。）保健福祉部長，北神区役所担当部長（総務・保健福祉担当），区役所（」に改め，

同項第９号中「の変更等に係る届出のうち定例的な事項」を削る。
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第７条こども家庭局子育て支援部担当課長（保育所運営担当）専決事項の項中「こども家庭

局子育て支援部担当課長（保育所運営担当）専決事項」を「こども家庭局担当課長（保育所

運営担当）専決事項」に改める。

　第７条こども家庭局子育て支援部担当課長（指導監督担当）専決事項の項中「こども家庭

局子育て支援部担当課長（指導監督担当）専決事項」を「こども家庭局担当課長（指導監督

担当）専決事項」に改める。

　第７条こども家庭局子育て支援部担当課長（指導研修担当）専決事項の項中「こども家庭

局子育て支援部担当課長（指導研修担当）専決事項」を「こども家庭局担当課長（指導研修

担当）専決事項」に改め，同項の次に次のように加える。

　　　環境局担当課長（企画推進担当）専決事項

　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３月条例第５７号）

の規定に基づく適正処理困難物及び家庭系一般廃棄物等に関することのうち重要でない事項

に関すること（担当課長（地域環境政策担当），事業管理課長，業務課長，事業系廃棄物対

策課長及び担当課長（施設担当）の専決事項に属するものを除く。）。

　第７条環境局担当課長（地域環境政策担当）専決事項の項に次の２号を加える。

　⑷　神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例の規定に基づく重要でない事項に関

　　すること。

　⑸　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の規定に基づく自動販売

　　機の届出等に関することのうち重要でない事項に関すること（担当課長（企画推進担 

　　当），事業管理課長，業務課長，事業系廃棄物対策課長及び担当課長（施設担当）の専

　　決事項に属するものを除く。）。

　第７条環境局事業部事業管理課長専決事項の項を次のように改める。

　　　環境局事業管理課長専決事項

　⑴　別表第２に定める環境局事業部事業管理課長の決裁区分に属する事項に関すること。

　⑵　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の規定に基づく家庭系一

　　般廃棄物等に関することのうち重要でない事項に関すること（担当課長（企画推進担 

　　当），担当課長（地域環境政策担当），業務課長，事業系廃棄物対策課長及び担当課長

　　（施設担当）の専決事項に属するものを除く。）。

　第７条環境局事業部業務課長専決事項の項を次のように改める。

　　　環境局業務課長専決事項

　⑴　廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく一般廃棄物処理業（し尿に係る収

　　集又は運搬の業に関するものに限る。）に係る重要でない届出等の内容の審査，報告，

　　指導，監督等に関すること。

　⑵　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の規定に基づく家庭系一

　　般廃棄物及び保管場所等に関することのうち重要でない事項に関すること（担当課長 

　　（企画推進担当），担当課長（地域環境政策担当），事業管理課長，事業系廃棄物対策

　　課長及び担当課長（施設担当）の専決事項に属するものを除く。）。

　第７条環境局事業系廃棄物対策部担当課長（収集運搬担当）専決事項の項中「環境局事業

系廃棄物対策部担当課長（収集運搬担当）専決事項」を「環境局事業系廃棄物対策課長専決

事項」に改め，同項第１号中「次に掲げるもの」を「一般廃棄物処理業に関する収集又は運
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搬及び処分の事業（業務課長及び環境保全部環境保全指導課長の専決事項に属するものを除

く。）」に改め，同号ア及びイを削り，同項に次の１号を加える。

　⑶　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の規定に基づく事業系一

　　般廃棄物等に関することのうち重要でない事項に関すること（担当課長（企画推進担 

　　当），担当課長（地域環境政策担当），事業管理課長，業務課長及び担当課長（施設担

　　当）の専決事項に属するものを除く。）。

　第７条環境局事業系廃棄物対策部担当課長（施設担当）専決事項の項中「環境局事業系廃

棄物対策部担当課長（施設担当）専決事項」を「環境局担当課長（施設担当）専決事項」に

改め，同項第１号中エをオとし，ウをエとし，イの次に次のように加える。

　　ウ　一般廃棄物処理施設

　第７条環境局担当課長（施設担当）専決規程の項に次の１号を加える。

　⑷　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の規定に基づく産業廃棄

　　物に関すること（担当課長（企画推進担当），担当課長（地域環境政策担当），事業管

　　理課長，業務課長及び事業系廃棄物対策課長の専決事項に属するものを除く。）。

　第７条環境局環境保全部担当課長（自然環境担当）専決事項の項第１号中「実施計画書

等」を「事前配慮書，実施計画書又は評価書案」に改め，同項に次の１号を加える。

　⑷　神戸市生物多様性の保全に関する条例の規定に基づく届出，助言，指導，命令及び保

　　全団体の認定に関すること。

　第７条経済観光局担当課長（企画担当）専決事項の項を次のように改める。

　　　経済観光局担当課長（企画担当）専決事項

　⑴　中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に関すること。

　⑵　中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に関すること。

　⑶　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）に関すること。

　第７条経済観光局担当課長（海外展開支援担当）専決事項の項を削る。

　第７条経済観光局担当課長（中小企業金融担当）専決事項の項中第１号から第３号までを

削り，同項第４号中「第５項」の次に「及び第６項」を加え，同号の号番号を削る。

　第７条経済観光局工業課長専決事項の項第２号を削り，第１号の号番号を削る。

　第７条経済観光局商業流通課長専決事項の項第２号を削り，第１号の号番号を削る。

　第７条経済観光局農政部計画課長専決事項の項中「経済観光局農政部計画課長専決事項」

を「経済観光局農政計画課長専決事項」に改め，同項第１号から第３号までを削り，同項第

４号中「並びに農村地域の空家及び空家の跡地の活用」を削り，同号の号番号を削り，同項

の次に次のように加える。

　　　経済観光局担当課長（農政企画担当）専決事項

　⑴　農業振興地域整備計画に関すること。

　⑵　農地法（昭和２７年法律第２２９号）に基づく指定都市の長が行う農地関係事務（農業委

　　員会事務局の所管に属するものを除く。）に関すること。

　⑶　農用地利用集積計画に関すること。

　⑷　空家等対策の推進に関する特別措置法及び神戸市空家空地対策の推進に関する条例に

　　関すること（農村地域の空家及び空家の跡地の活用に係るものに限る。）。

　　　経済観光局担当課長（農林土木担当）専決事項
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　⑴　農業協同組合等又は土地改良法第３条に規定する資格を有する者の行う土地改良事業

　　に係る軽易な事項に関すること。

　⑵　農道の整備事業及び管理に関すること。

　⑶　農業用水利施設整備事業に関すること。

　⑷　ため池整備事業に関すること。

　⑸　農地・農業用施設の災害復旧工事に関すること。

　⑹　森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の８の規定による伐採の届出，同法第１１条第

　　５項の規定による認定及び同法第４９条第１項の規定による許可に関すること。

　　　経済観光局担当課長（集落排水担当）専決事項

　神戸市農業集落排水処理施設条例の規定に基づく命令等のうち軽易な事項に関すること。

　　　経済観光局調整区域指導課長専決事項

　⑴　都市計画法の規定に基づく次に掲げる事項に関すること（市街化調整区域に限る。）。

　　ア　第２９条の許可及び第３４条の２の協議のうち重要でない事項

　　イ　第３５条の２の許可

　　ウ　第３６条の検査

　　エ　第３７条第１号の規定により支障がないと認めること。

　　オ　第４１条第１項の規定により建築物の敷地，構造及び設備に関する制限を定めること。

　　カ　第４１条第２項ただし書の規定による許可

　　キ　第４２条第１項ただし書の許可及び同条第２項の協議

　　ク　第４３条第１項の許可

　　ケ　第４５条の承認

　　コ　第８０条第１項の報告及び資料提出の要求，勧告並びに助言

　⑵　租税特別措置法第２８条の４第３項第５号イ及び第７号イ，第３１条の２第２項第１４号ハ，

　　第６２条の３第４項第１４号ハ並びに第６３条第３項第５号イ及び第７号イの認定に関するこ

　　と（市街化調整区域に限る。）。

　⑶　神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例（以下この号において「条例」とい 

　　う。）に関する次に掲げる事項に関すること（市街化調整区域に限る。都市局市街地整

　　備部長専決事項に属するものを除く。）。

　　ア　条例第１３条の承認のうち重要でない事項に関すること。

　　イ　条例第１４条の承認に関すること。

　　ウ　条例第２９条第２項の承認に関すること。

　　エ　条例第３１条の規定による開発承認及び変更承認の取消しに関すること。

　　オ　条例第４１条の規定による開発許可及び開発承認の取消しに関すること。

　　カ　条例第４２条の規定による助言及び指導に関すること。

　　キ　条例第４３条の規定による勧告及び公表のうち重要でない事項に関すること。

　　ク　条例第４４条の規定による立入検査等に関すること。

　第７条経済観光局農政部農水産課長専決事項の項を削る。

　第７条建設局防災部河川課長専決事項の項中「建設局防災部河川課長専決事項」を「建設

局河川課長専決事項」に改める。

　第７条建設局道路部管理課長専決事項の項中「建設局道路部管理課長専決事項」を「建設
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局道路管理課長専決事項」に改め，同項第２号から第６号までを次のように改める。

　⑵　次に掲げる道路占用の許可に関すること。

　　ア　有線音楽放送用架空線

　　イ　洞道

　　ウ　アーケード

　　エ　道路敷（建設局建設事務所長の専決事項を除く。）

　⑶　道路の占用許可の更新に関すること。

　⑷　溝渠の使用許可の更新に関すること。

　⑸　広告物の表示及び広告物掲出物件の設置の許可及び許可の更新に関すること。

　⑹　電柱広告に係る道路占用の許可に関すること。

　第７条建設局道路部担当課長（境界調査・道路台帳担当）専決事項の項を次のように改め

る。

　　　建設局担当課長（境界調査・道路台帳担当）専決事項

　⑴　道路及び溝 渠 の境界明示に関すること。
きょ

　⑵　測量標及びその成果の管理に関すること。

　⑶　道路法第４７条の２第１項の許可に関すること。

　第７条都市局計画部都市計画課長専決事項の項中「都市局計画部都市計画課長専決事項」

を「都市局都市計画課長専決事項」に改める。

　第７条都市局計画部指導課長専決事項の項中「都市局計画部指導課長専決事項」を「都市

局指導課長専決事項」に改め，同項に次のように加える。

　⑷　都市計画法の規定に基づく次に掲げる事項に関すること（市街化区域に限る。）。

　　ア　第２９条の許可及び第３４条の２の協議のうち重要でない事項

　　イ　第３５条の２の許可

　　ウ　第３６条の検査

　　エ　第３７条第１号の規定により支障がないと認めること。

　　オ　第４１条第１項の規定により建築物の敷地，構造及び設備に関する制限を定めること。

　　カ　第４１条第２項ただし書の規定による許可

　　キ　第４２条第１項ただし書の許可及び同条第２項の協議

　　ク　第４５条の承認

　　ケ　第８０条第１項の報告及び資料提出の要求，勧告並びに助言

　⑸　租税特別措置法第２８条の４第３項第５号イ及び第７号イ，第３１条の２第２項第１４号ハ，

　　第６２条の３第４項第１４号ハ並びに第６３条第３項第５号イ及び第７号イの認定に関するこ

　　と（市街化区域に限る。）。

　⑹　神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例（以下この号において「条例」とい 

　　う。）に関する次に掲げる事項に関すること（市街化区域に限る。市街地整備部長専決

　　事項に属するものを除く。）。

　　ア　条例第１３条の承認のうち重要でない事項に関すること。

　　イ　条例第１４条の承認に関すること。

　　ウ　条例第２９条第２項の承認に関すること。

　　エ　条例第３１条の規定による開発承認及び変更承認の取消しに関すること。
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　　オ　条例第４１条の規定による開発許可及び開発承認の取消しに関すること。

　　カ　条例第４２条の規定による助言及び指導に関すること。

　　キ　条例第４３条の規定による勧告及び公表のうち重要でない事項に関すること。

　　ク　条例第４４条の規定による立入検査等に関すること。

　第７条都市局計画部まち再生推進課長専決事項の項中「都市局計画部まち再生推進課長専

決事項」を「都市局まち再生推進課長専決事項」に改める。

　第７条都市局市街地整備部都市整備課長専決事項の項第２号中「計画部計画課長」を「指

導課長」に改める。

　第７条建築住宅局住宅整備課長専決事項の項第１号中「住宅都市局住宅整備課長」を「建

築住宅局住宅整備課長」に改める。

　第７条建築住宅局住宅建設課長専決事項の項中「住宅都市局住宅建設課長」を「建築住宅

局住宅建設課長」に改める。

　第７条建築住宅局建築指導部安全対策課長専決事項の項第４号中「及び経済観光局農政部

計画課長」を「，経済観光局農政計画課長及び担当課長（農政企画担当）」に改める。

　第７条港湾局みなと振興部経営課長専決事項の項中「港湾局みなと振興部経営課長専決事

項」を「港湾局経営課長専決事項」に改める。

　第７条港湾局みなと振興部海務課長専決事項の項中「港湾局みなと振興部海務課長専決事

項」を「港湾局海務課長専決事項」に改める。

　第７条みなと総局工務・防災部海岸防災課長専決事項の項中「みなと総局工務・防災部海

岸防災課長専決事項」を「港湾局海岸防災課長専決事項」に改める。

　第７条港湾局工務・防災部工務課長専決事項の項中「港湾局工務・防災部工務課長専決事

項」を「港湾局工務課長専決事項」に，「港湾局工務・防災部工務課長の決裁区分」を「港

湾局工務課長の決裁区分」に改める。

　第７条港湾局工務・防災部担当課長（建築担当）専決事項の項中「港湾局工務・防災部担

当課長（建築担当）専決事項」を「港湾局担当課長（建築担当）専決事項」に，「港湾局工

務・防災部担当課長（建築担当）の決裁区分」を「港湾局担当課長（建築担当）の決裁区

分」に改める。

　第７条港湾局工務・防災部担当課長（設備担当）専決事項の項中「港湾局工務・防災部担

当課長（設備担当）専決事項」を「港湾局担当課長（設備担当）専決事項」に，「港湾局工

務・防災部担当課長（設備担当）の決裁区分」を「港湾局担当課長（設備担当）の決裁区

分」に改め，同項の次に次のように加える。

　　　港湾局担当課長（整備担当）専決事項

　管理に係る工事用地の使用許可に関すること。

　第８条第１項中「消防局長」の次に「，教育委員会事務局長」を加える。

　第８条消防局長専決事項の項第２号中「局長共通」を「局長及び担当局長共通」に改め，

同項第１６号中「第６０条」を「第５６条，第６０条」に改める。

　第８条教育次長，監査事務局長，市選挙管理委員会事務局長，人事委員会事務局長及び市

会事務局長専決事項の項中「教育次長，監査事務局長，市選挙管理委員会事務局長，人事委

員会事務局長及び市会事務局長専決事項」を「教育委員会事務局長，教育次長，監査事務局

長，市選挙管理委員会事務局長，人事委員会事務局長及び市会事務局長専決事項」に改め，
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同項第１号中「教育次長」を「教育委員会事務局長，教育次長」に改める。

　第１０条第１項第１号中「区長」の次に「及び北神担当区長」を加える。

　第１０条第２項第１号中「区長」の次に「及び北神担当区長」を加え，同項中第７号から１０

号までを削り，第１１号を第７号とする。

　第１１条第１項中「第２２１条第１項」を「第２２６条第１項」に改める。

　第１１条区役所（北神区役所を除く。）総務部長専決事項の項を削る。

　第１１条区役所（北神区役所を除く。）保健福祉部長及び北神区役所担当部長（保健福祉担

当）専決事項の項中「区役所（北神区役所を除く。）保健福祉部長及び北神区役所担当部長

（保健福祉担当）専決事項」を「区役所（北神区役所を除く。）保健福祉部長及び北神区役

所担当部長（総務・保健福祉担当）専決事項」に改め，同項第２号中「第１６号第１９号まで，

第２１号及び第２２号」を「第１７号から第２０号まで，第２２号及び第２４号」に改める。

第１２条第１項中「第２２１条第１項」を「第２２６条第１項」に改める。

　第１２条区役所（北神区役所を除く。）総務部総務課長専決事項の項第３号中「連絡所」を

「山田出張所，伊川谷出張所，櫨谷出張所，押部谷出張所，平野出張所，神出出張所及び岩

岡出張所」に改める。

　第１２条区役所（北神区役所を除く。）総務部保険年金医療課長専決事項の項の次に次のよ

うに加える。

　　　区役所（北神区役所を除く。）保健福祉部健康福祉課長専決事項

　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３３条第３項，第３４条第２項又は第３８条の４の

規定により精神障害者の家族等に代わり市長が行うこととされている事務に関すること。

　第１２条北神区役所保健福祉課長専決事項の項を次のように改める。

　　　北神区役所保健福祉課長専決事項

　⑴　被保護者等緊急援護資金貸付金に関すること。

　⑵　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３３条第３項，第３４条第２項又は第３８条の

　　４の規定により精神障害者の家族等に代わり市長が行うこととされている事務に関する

　　こと。

　第１２条北神区役所市民課長及び区役所支所市民課長専決事項の項第５号中「連絡所」を

「有馬出張所，道場出張所，八多出張所，大沢出張所，長尾出張所及び淡河出張所」に改め，

「関すること」の次に「（北神区役所市民課長に限る。）」を加える。　

　第１３条（見出しを含む。）中「出張所」を「西神中央出張所」に改め，同条第６号中「連

絡所」を「櫨谷出張所及び平野出張所」に改める。

　第１５条中「所長，副所長，課長，担当課長，係長及び担当係長」を「所長，事務局長，副

所長，課長，担当課長，係長及び担当係長」に改め，「第２２１条第１項」を「第２２６条第１

項」に改める。

　第１５条第１類事業所長共通専決事項の項第１号中「関すること」の次に「（博物館長を除

く。）」を加え，同項の次に次のように加える。

　　　博物館事務局長専決事項

　⑴　別表第５及び別表第６に定める第１類事業所長共通の決裁区分に属する事項に関する

　　こと。

　⑵　消防法第８条に規定する防火管理者の選任に関すること。
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　⑶　神戸市立博物館条例施行規則（令和２年３月規則第９２号。以下「博物館条例施行規 

　　則」という。）第１０条及び第１１条に規定する博物館資料の館外貸出しに関すること，神

　　戸市立小磯記念美術館条例施行規則（令和２年３月規則第９４号。以下「小磯記念美術館

　　条例施行規則」という。）第９条及び第１０条に規定する美術館資料の館外貸出しに関す

　　ること並びに神戸ゆかりの美術館条例施行規則（令和２年３月規則第９８号）第８条及び

　　第９条に規定する資料の館外貸出しに関すること。ただし，博物館資料，美術館資料又

　　は資料に国宝又は重要文化財を含む場合，海外への貸出しの場合及び貸出期間が３箇月

　　を超える場合を除く。

　⑷　博物館条例施行規則第５条第２項に規定する臨時の有料区域の指定に関すること。

　⑸　博物館条例施行規則第１３条及び第１５条，小磯記念美術館条例施行規則第１２条及び第１４

　　条並びに神戸ゆかりの美術館条例施行規則第１２条及び第１３条に規定する施設の特別利用

　　に関すること。

　　　中央図書館長専決事項

　⑴　消防法第８条に規定する防火管理者の選任に関すること。

　⑵　図書館（地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる

　　ものを除く。）の利用の事務に関すること。ただし，開館時間及び休館日に関するもの

　　を除く。

　第１５条建設局建設事務所長専決事項の項第１号中「関すること」の次に「（建設事務所の

所管に属するものに限る。）」に改め，同号イ中「第１２条第１項」を「第１３条第１項」に改

め，同号ウ中「第１５条第２項」を「第１６条第２項」に改める。

　第１５条第１類事業所の副所長，課長及び担当課長共通専決事項の次に次のように加える。

　　　博物館学芸課長専決事項

　博物館条例施行規則第１０条に規定する博物館資料の特別利用（館外貸出しを除く。）に関

すること。

　第１５条保健所調整課長専決事項の項中「保健所調整課長専決事項」を「保健所保健課長専

決事項」に改める。

　第１６条中「所長，係長及び担当係長」を「所長，事務室長，係長及び担当係長」に改める。

　第１６条第２類事業所長共通専決事項の項の次に次のように加える。

　　　小磯記念美術館事務室長専決事項

　⑴　消防法第８条に規定する防火管理者の選任に関すること。

　⑵　小磯記念美術館条例施行規則第９条に規定する美術館資料の特別利用（館外貸出しを

　　除く。）に関すること。

　⑶　神戸ゆかりの美術館条例施行規則第８条に規定する資料の特別利用（館外貸出しを除

　　く。）に関すること。

　第１６条保健センター長専決事項の項を削る。

　第１６条障害者福祉センター所長専決事項の項を次のように改める。

　　　障害者福祉センター所長専決事項

　⑴　障害者福祉センターの使用の許可及びその取消し，使用の停止等に関すること。

　⑵　特別児童扶養手当に係る審査及び認定に関すること。

　第１６条障害者福祉センター所長専決事項の項の次に次のように加える。
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　　　障害者更生相談所長専決事項

　身体障害者福祉法第１５条第４項の規定による身体障害者手帳の交付に関すること。

　第１６条西農業振興センター及び北農業振興センター所長専決事項の項中第１号を削り，第

２号中「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の次に「（平成１４年法律第

８８号）」を，「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」の次に

「（平成１４年環境省令第２８号）」を加え，同号を第１号とし，同項に次の１号を加える。

　⑵　兵庫県農業共済組合が行う農業共済事業及び収入保険制度に関すること。

　第１６条神戸港整備事務所長専決事項の項を削る。

　第１７条中「所長の専決事項」を「所長及び事務長の専決事項」に改める。

　第１７条第３類事業所長共通専決事項の項中「所長」を「所長（神戸ゆかりの美術館長を除

く。）」に改め，同項の次に次のように加える。

　　　神戸ゆかりの美術館事務長専決事項

　⑴　別表第５及び別表第６に定める第３類事業所長の決裁区分に属する事項に関すること。

　⑵　軽易定例な照会，回答，通知，届出，申請，申告，報告，進達，副申等に関すること。

　⑶　消防法第８条に規定する防火管理者の選任に関すること。

　⑷　その他前各号に準ずる事項に関すること。

　第１７条墓園管理センター長専決事項の項中「使用許可（神戸市立墓園条例（昭和４１年３月

条例第４５号）第９条第１項第１号に該当する場合に限る。）に係る届出」を「使用許可（神

戸市立墓園条例（昭和４１年３月条例第４５号）第４条及び第９条に関する使用許可をいう。），

使用に係る届出，使用料（神戸市立墓園条例第６条及び第７条に関する使用料をいう。）」

に改め，「市立墓園に限る」を「市立墓園に限る。」に改める。

　第１９条中「事業所長」の次に「，事務局長」を加え，「又は区役所出張所長」を「，西区

役所西神中央出張所長又は事務室長」に改め，「第２２３条第２項」を「第２２８条第２項」に改

める。

　別表第１中

「   　「

  　　　」   　」

改め，同表給与（会計年度任用職員を除く。）の項中

「   　　　　　　「

   　　　」    」

「   　　「

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

　に局長及び担当局長共通を局長共通

　に，

全てのもの（扶養手当，住居

手当及び通勤手当並びに特殊

なものを除く。）
を

全てのもの（扶養手当，住居

手当，通勤手当及び単身赴任

手当並びに特殊なものを除

く。）

　に，

扶養手当

住居手当

通勤手当
を

扶養手当

住居手当

通勤手当



　

  　　　　」 　　」

改め，同表給与（会計年度任用職員の給与等）の項中

「

        　を

       　　　　」

「

        　に

       　　　　」

改め，同表服務の項中

「

        　を

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６３６

単身赴任手当

全ての者（通

勤手当及び特

殊なものを除

く。）

通勤手当（特

殊な場合）

―通勤手当（特

殊な場合を除

く。）

特

殊

な

も

の

―――――認定手当

（相当

する報

酬及び

費用弁

償を含

む。） 勤務時間が短

い者

―全職員（勤務

時間が短い者

を除く。）

――――――支給

局長及び部長の長期にわ

たるものについては，市

長の承認を受けること。

係長

以下

――――課長部長―局長

係長

以下

――――課長部長―局長

係長

以下

――――課長―――

旅費の支給決定について

は課長専決による（以下

の別表の旅行命令の項に

おいて同じ。）。

係長

以下

――――課長部長

以上

――

係長――――課長部長―局長

全ての者（通

勤手当及び特

殊なものを除

く。）

通勤手当（特

殊な場合）

―通勤手当（特

殊な場合を除

く。）

特

殊

な

も

の

―――――認定手当

（相当

する報

酬及び

費用弁

償を含

む。） ―――――――全

職

員

―基準

勤務時間が短

い者

―全職員（勤務

時間が短い者

を除く。）

――――――支給



１６３７

       　　　 」

「

        　に，

       　　　」

「１　この表において」を「この表において」に，「⑴　局長　局長，企画調整局医療・新

産業本部長，建設局湾岸道路本部長，都市局都心再整備本部長その他これらに準ずる者」を

「⑴　局長　局長，担当局長，企画調整局医療・新産業本部長，建設局湾岸・広域幹線道路

本部長，都市局都心再整備本部長その他これらに準ずる者」に改め，「２　海外旅行命令は，

局長については副市長，部長以下については局長の専決事項とする。」を削る。

　別表第２中

「

       　　」

「

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

　を

教育次長

監査事務局長

市選挙管理委員会事

務局長

人事委員会事務局長

市会事務局長

消防

局長

課長，担

当課長，

課内室長

及び課内

所長共通

契約監理

課長

特定課長

部長，

担当部

長及び

室長共

通

財政部長

特定部長

及び室長

局長

共通

局長及び部長の長期にわ

たるものについては，市

長の承認を受けること。

係長

以下

――――課長部長

以上

――

係長

以下

――――課長部長―局長

係長

以下

――――課長―――

海外旅行命令は，局長に

ついては副市長，部長以

下については局長の専決

事項とする。

係長

以下

――――課長部長

以上

――

係長

以下

――――課長部長

以上

――

――――課長

以下

――部長局長

以下

――――課長

以下

――部長局長

　

　に

教育委員会事務局長

教育次長

監査事務局長

市選挙管理委員会事

消防

局長

課長，担

当課長，

課内室長

及び課内

契約監理

課長

特定課長

部長，

担当部

長及び

室長共

行財政局

副局長，

特定副局

長，特定

局長

及び

担当

局長



       　　」

改め，同表調達（物件，労力その他）の項中「調達（物件，労力その他）」を「調達」に，

「   　「

  　　 　」     　」

「

      　　　 」

「

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６３８

　に

務局長

人事委員会事務局長

市会事務局長

所長共通通部長及び

室長

共通

　に，

教育委員会事務局長及び教育次長

全て

（各種施設における給食，賄材料

等食料又は給与品）

を

教育次長

全て

（各種施設におけ

る給食，賄材料等

食料又は給与品）

　を

①　１００万円以下

②　２００万円を超えるもの

（市長が指定するもの）

③　全て

（各供給事業者に対して支払う電気使用

料，ガス使用料，水道使用料，電気通信

料金又は後納郵便料金）

④　全て

（一般使用料等及び保険料並びに証明書

発行等に係る手数料）

①　１００万円以下

②　２００万円を超えるもの

（市長が指定するもの）

③　全て

（各供給事業者に対して支

払う電気使用料，ガス使用

料，水道使用料，電気通信

料金又は後納郵便料金）

④　全て

（一般使用料等及び保険料

並びに証明書発行等に係る

手数料）
教育次長

①　２００万円以下

（図書資料（教科用指導書に限る。））

②　全て

（各種施設における給食，賄材料等食

料）

市選挙管理委員会事務局長

１６０万円以下

（選挙用品）

①　１００万円以下

②　全て

（市長が指定するもの）

③　全て

①　１００万円以下

②　全て

（市長が指定するもの）

③　全て



１６３９

      　　　 」

「３　契約の項における行財政局長，財政部長及び契約監理課長の決裁区分は，契約事務手

続規程（昭和３９年５月訓令甲第６号）第２条に規定する経理契約（以下「経理契約」とい

う。）の場合に適用する。」を「３　契約の項における行財政局長，行財政局副局長及び契

約監理課長の決裁区分は，経理契約の場合に適用する。」に改め，同表不動産若しくは地上

権，地役権その他これらに準ずる権利の取得又は借地権に係る補償の項中「用地取得事務担

当部の部長」を「用地取得事務を所掌する副局長，部長及び担当部長」に，「用地取得事務

担当課の課長」を「用地取得事務担当課の課長及び担当課長」に，「教育次長」を「教育委

員会事務局長及び教育次長」に改め，同表請負の項中「港湾局工務・防災部工務課長」を

「港湾局工務課長」に，「行財政局資産活用部長」を「行財政局担当部長（資産活用担

当）」に，「港湾局工務・防災部長」を「港湾局担当部長（工務・防災担当）」に，「財政

部長」を「行財政局副局長」に，

「

      　　　」

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

　に，

（各供給事業者に対して支払う電気使用

料，ガス使用料，水道使用料，電気通信

料金又は後納郵便料金）

④　全て

（一般使用料等及び保険料並びに証明書

発行等に係る手数料）

（各供給事業者に対して支

払う電気使用料，ガス使用

料，水道使用料，電気通信

料金又は後納郵便料金）

④　全て

（一般使用料等及び保険料

並びに証明書発行等に係る

手数料）
教育委員会事務局長及び教育次長

①　２００万円以下

（図書資料（教科用指導書に限る。））

②　全て

（各種施設における給食，賄材料等食

料）

市選挙管理委員会事務局長

１６０万円以下

（選挙用品）

　を

①　１００万円以下

②　２００万円を超えるもの

（市長が指定するもの）

③　全て

（乗車票による自動車借上料に係るも

の）

①　１００万円以下

②　２００万円を超えるもの

（市長が指定するもの）

③　全て

（乗車票による自動車借上

料に係るもの）

教育次長

２５０万円以下

（建物，設備又は構築物の保繕又は小改

修に係るもの）



「

      　　　 」

改め，同表売却又は廃棄の項中

「

          」

を

「

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６４０

　に

①　１００万円以下

②　全て

（市長が指定するもの）

③　全て

（乗車票による自動車借上料に係るも

の）

①　１００万円以下

②　全て

（市長が指定するもの）

③　全て

（乗車票による自動車借上

料に係るもの）

教育委員会事務局長及び教育次長

２５０万円以下

（建物，設備又は構築物の保繕又は小改

修に係るもの）

４，０００

万円

以下

４，０００

万円

以下

５００万

円以下

―１，０００

万円以

下

―４，０００

万円以

下

―８，０００

万円未

満

決

定

物

品

そ

の

他

売

却

又

は

廃

棄

５０万円

以下

①５０万

円以下

②　全

て

（法令

等によ

り金額

が 定

まって

いるも

の）

①　５０

万円以

下

②　全

て

（法令

等によ

り金額

が 定

まって

いるも

の）

４，０００

万円以

下

―８，０００

万円未

満

―８，０００

万円以

上

―契

約

教育次

長

全て

（生産

品）

教育次

長

４，０００

万円以

下

――――――行財政

局長，

建設局

長，都

市局長，

建築住

宅局長

及び港

湾局長

４，０００

万円以

下

８，０００

万円未

満

不動産

又は地

上権，

地役権

その他

これら

に準ず

る権利

４，０００

万円

４，０００

万円

５００万

円以下

―１，０００

万円以

―４，０００

万円以

―８，０００

万円未

決

定

物

品

売

却



１６４１

          」

に改め，「財政部長」を「行財政局副局長」に改め，同表不動産の交換の項中「教育次長」

を「教育委員会事務局長及び教育次長」に改め，同表貸借の項中「財政部長」を「行財政局

副局長」に改め，同表寄附の収受（負担付きでないもの）の項中

「

       」

「

       」

改め，同表移転料その他諸補償（借地権に係る補償を除く。），請負契約約款に規定する不

可抗力による損害の費用負担の項中

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

以下以下下下満そ

の

他
５０万円

以下

①５０万

円以下

②　全

て

（法令

等によ

り金額

が定

まって

いるも

の）

①　５０

万円以

下

②　全

て

（法令

等によ

り金額

が定

まって

いるも

の）

４，０００

万円以

下

―８，０００

万円未

満

―８，０００

万円以

上

―契

約

教育委

員会事

務局長

及び教

育次長

全て

（生産

品）

教育委

員会事

務局長

及び教

育次長

４，０００

万円以

下

――――――行財政

局長，

建設局

長，都

市局長，

建築住

宅局長

及び港

湾局長

４，０００

万円以

下

８，０００

万円未

満

不動産

又は地

上権，

地役権

その他

これら

に準ず

る権利

全て全て全て――――――廃棄

　を

５０万円

以下

５０万円

以下

１０万円

以下

―２０万円

以下

―５０万円

以下

―５００万

円以下

教育次

長１００

万円以

下

　に

５００万

円以下

５００万

円以下

１００万

円以下

―２００万

円以下

―５００万

円以下

―１，０００

万円以

下



「

      　　　」

「

      　　　」

改め，同表契約の変更（地方自治法第２４４条の２第３項の規定により指定管理者に公の施設

の管理を行わせる場合に締結する協定に係る変更を含む。）の項中「財政部長」を「行財政

局副局長」に改め，収入に関する事務の項中

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６４２

　を

教育次

長

３，０００

万円以

下

全て

（消防

業務に

伴うも

の）

①　１００

万円以下

（電柱，

ケーブル，

上下水道

管又はガ

ス管の移

設に伴う

もの）

②　５００

万円以下

（請負契

約約款に

規定する

不可抗力

による損

害の費用

負担）

用地取得

事務担当

課の課長

５００万円

以下

１，０００万

円以下

（請負契

約約款に

規定する

不可抗力

による損

害の費用

負担）

用地取得

事務担当

部の部長

１，０００万

円以下

①　５０万円以

下

（融資制度等

に係る損失補

償金等）

②　１００万円

を超えるもの

（電柱，ケー

ブル，上下水

道管又はガス

管の移設に伴

うもの）

③３，０００万円

以下

（請負契約約

款に規定する

不可抗力によ

る損害の費用

負担）

建設局下

水道部経

営管理課

長

１０万円以

下

（１戸当

たり家庭

用井戸補

償）

下水道部

長

３０万円以

下

（１戸当

たり家庭

用井戸補

償）

　に

教育委

員会事

務局長

及び教

育次長

３，０００

万円以

下

全て

（消防

業務に

伴うも

の）

①　５０万

円　

②　１００

万円以下

（電柱，

ケーブル，

上下水道

管又はガ

ス管の移

設に伴う

もの）

③　５００

万円以下

（請負契

約約款に

規定する

不可抗力

による損

害の費用

負担）

用地取得

事務担当

課の課長

及び担当

課長

５００万円

以下

①　１００

万円以下

②　２００

万円以下

（電柱，

ケーブル，

上下水道

管又はガ

ス管の移

設に伴う

もの）

③１，０００

万円以下

（請負契

約約款に

規定する

不可抗力

による損

害の費用

負担）

用地取得

事務を所

掌する副

局長，部

長及び担

当部長

１，０００万

円以下

①　２００万円

以下

②　２００万円

を超えるもの

（電柱，ケー

ブル，上下水

道管又はガス

管の移設に伴

うもの）

③３，０００万円

以下

（請負契約約

款に規定する

不可抗力によ

る損害の費用

負担）

建設局下

水道部経

営管理課

長

１０万円以

下

（１戸当

たり家庭

用井戸補

償）

下水道部

長

３０万円以

下

（１戸当

たり家庭

用井戸補

償）



１６４３

「

      　　　 」

「

      　　　 」

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

「

      　 」

「

     　　　　 」

改め，同表謝金，旅費その他これらに類するものの項中

「

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

　に

５００万円以下―

全て

（市税についての証明及び閲覧に

関する手数料の徴収に係るものを

除く。）

税務部担当課長（調査監理担当）

全て

（市税についての証明及び閲覧に

関する手数料の徴収に係るもの）

　２００万円以下―

　を

全て

（市税についての証明及び閲覧に

関する手数料の徴収に係るものを

除く。）

市民税課長

全て

（市税についての証明及び閲覧に

関する手数料の徴収に係るもの）

　を

５００万円以下５００万円以

下

３０万円以下―１００万円以

下 教育次長

全て

（奨学金，就学援助

金又は定例的な学校

に対する助成）

　に

５００万円以下５００万円以

下

１００万円以

下

―３００万円以

下 教育委員会事務局長

及び教育次長

全て

（奨学金，就学援助

金又は定例的な学校

に対する助成）

１　総務事務

センター長の

専決事項に属

する特別職非

常勤職員の範

囲については，

総務事務セン

①　

１００万

円以下

②　全

て

（定例

的な報

①　

１００万

円以下

②　全

て

（定例

的な報

①　３０

万円以

下

②　

１００万

円以下

（定例

総務事務セ

ンター長

全て

（特別職非

常勤職員の

報酬）

①　５０

万円以

下

②　

１００万

円を超

えるも

―１００

万

円

以

下

―１００

万

円

を

超

え

る

謝
金
，
旅
費
そ
の
他
こ
れ



        」

「

 

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６４４

　 を

ター長が別に

定める（以下

この表におい

て同じ）。

２　「特別職

非常勤職員」

とは，特別職

の職員で非常

勤のものの報

酬及び費用弁

償に関する条

例（昭和３１年

１０月条例第２５

号）別表前各

項以外の附属

機関の構成員

その他の非常

勤の職員の項

に規定するそ

の他の非常勤

職員に該当す

る者をいう。

３　測量，調

査等の立会謝

金については，

資産活用課長

に合議するこ

と。

酬又は

報償）

酬又は

報償）

的な報

酬又は

報償）

の

（定例

的な報

酬又は

報償）

も

の

ら
に
類
す
る
も
の

　 に

特定課長の決

裁区分は，電

子情報処理組

織により作成

した旅行命令

書に基づき支

給するものに

ついて適用す

る。

全て全て全て①総務事務

センター長

全て

（地方公営

企業法の財

務規定等を

適用する事

業にかかる

ものを除

く。）

②建設局総

務課長

全て

（建設局の

地方公営企

業法の財務

規定等を適

用する事業

にかかるも

のに限

職
員
の
旅
費



１６４５

 

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

　 に

る。）

③都市局総

務課長

全て

（都市局の

地方公営企

業法の財務

規定等を適

用する事業

にかかるも

のに限

る。）

④港湾局経

営企画課長

全て

（港湾局の

地方公営企

業法の財務

規定等を適

用する事業

にかかるも

のに限

る。）

１　総務事務

センター長の

専決事項に属

する特別職非

常勤職員の範

囲については，

総務事務セン

ター長が別に

定める（以下

この表におい

て同じ）。

２　「特別職

非常勤職員」

とは，特別職

の職員で非常

勤のものの報

酬及び費用弁

償に関する条

例（昭和３１年

１０月条例第２５

号）別表前各

項以外の附属

機関の構成員

その他の非常

勤の職員の項

に規定するそ

の他の非常勤

①　

５００万

円以下

②　全

て

（定例

的な報

酬又は

報償）

①　

５００万

円以下

②　全

て

（定例

的な報

酬又は

報償）

１００万

円以下

総務事務セ

ンター長

全て

（特別職非

常勤職員の

報酬）

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）

―５００

万

円

以

下

―５００

万

円

を

超

え

る

も

の

謝
金
，
職
員
以
外
の
旅
費
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の



       　　　 」

改め，同表前渡金の項中

「

       　　　 」

「

       　　　 」

改め，同表立替払金の項中

「

      　  　」

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６４６

職員に該当す

る者をいう。

３　測量，調

査等の立会謝

金については，

資産活用課長

に合議するこ

と。

　を

①　１００

万円以下

②　全て

（定例的

な報酬，

報償，社

会保険料，

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）

①　１００

万円以下

②　全て

（定例的

な報酬，

報償，社

会保険料，

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）

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）

総務事務

センター

長

全て

（給与等

（退職手

当を除

く。），

特別職非

常勤職員

の報酬又

は社会保

険料）

給与課長

全て

（退職手

当）

①　５０

万円以

下

②　

１００万

円を超

えるも

の

（定例

的な報

酬，報

償又は

社会保

険料）

保健福

祉局生

活福祉

部長及

び障害

福祉部

長

１００万

円を超

えるも

の

（福祉

施設の

授産に

係る工

賃）

①　

１００万

円以下

②　

２００万

円以下

（定例

的な賄

料）

―①　

１００万

円を超

えるも

の

②　

２００万

円を超

えるも

の

（定例

的な賄

料）

保護課長

及び障害

福祉課長

１００万円

以下

（福祉施

設の授産

に係る工

賃

　に全て全て全て――――――

　を
全て
（交通ストライキに
よる交通費）

―１万円以下―１万円を超える
もの



１６４７

「

       　 」

改める。

　別表第３を次のように改める。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

　に
１万円以下―５万円以下―５万円を超える

もの

備考西神中央

出張所長

課長及び担

当課長共通

部長，担当

部長及び支

所長共通

区長及び

北神担当

区長

　　　　　　　　決裁区分

決裁事項

全ての者―――会計年度任用

―――全ての者特別職非常勤職員の委嘱・

報酬等勤務条件の決定

全職員全職員――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 勤務時間

が短い者

勤務時間が

短い者

――支給

全てのも

の（通勤

手当及び

特殊なも

のを除

く。）

通勤手当

（特殊な

場合）

全てのもの

（通勤手当

及び特殊な

ものを除

く。）

通勤手当

（特殊な場

合）

――認定手当

（相当

する報

酬及び

費用弁

償を含

む。）

勤務時間

が短い者

勤務時間が

短い者

――支給

所属職員係長以下

（担当係長

及び出張所

長（大沢出

張所長，淡

河出張所長，

押部谷出張

所長及び櫨

谷出張所長

に限る。）

を含む。以

下この表に

おいて同

じ。）

課長（担当

課長及び出

張所長（西

神中央出張

所長，大沢

出張所長，

淡河出張所

長，押部谷

出張所長及

び櫨谷出張

所長を除

く。）を含

む。以下こ

の表におい

て同じ。）

部長（担

当部長を

含む。以

下この表

において

同じ。），

支所長及

び西神中

央出張所

長以上

休暇の付与服務

所属職員係長以下課長部長，支

所長及び

欠勤の承認



　別表第４中

「

      　」

「

      　」

改め，同表物品の売却又は廃棄の項中

「

      　 」

「

     　　　 」

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６４８

西神中央

出張所長

所属職員係長以下課長―勤務命令（時間

外，休日等）

　海外旅

行命令は，

区長及び

北神担当

区長につ

いては副

市長，部

長及び支

所長以下

について

は区長の

専決事項

とするこ

と。

所属職員係長以下課長部長，支

所長及び

西神中央

出張所長

以上

旅行命令

所属職員係長以下課長部長，支

所長及び

西神中央

出張所長

以上

職務専念義務の

免除

　を
課長及び担当課長共通

出張所長

部長，担当部長及

び支所長共通

区長

　に
課長及び担当課長共通

西神中央出張所長

部長，担当部長及

び支所長共通

区長及び北神担当

区長

　を

５００万円以

下

１，０００万円

以下

４，０００万円

以下

決定物品の売却又

は廃棄

５０万円以下――契約

　に

５００万円以

下

１，０００万円

以下

４，０００万円

以下

決定物品等の売却

（不動産及び

用益物権を除

く。）
５０万円以下――契約



１６４９

      　 」

改め，同表寄附の収受（負担付きでないもの）の項中

「

      　　 」

「

      　　 」

改める。

　別表第５中「１　海外旅行については，局長決裁とすること。」を「海外旅行は，局長の

専決事項とする。」に改める。

別表第６調達（物件，労力その他）の項中「調達（物件，労力その他）」を「調達」に改め，

「（昭和２２年政令第１６号）」を削り，同表請負の項中

「   　「

  　　　 」   　」

改め，同表売却又は廃棄（物品に限る。）の項中

「

       　　 」

「

       　　 」

改め，同表貸借の項中

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

全て―――廃棄

　を２万円以下５万円以下５０万円以下

　に１００万円以下２００万円以下５００万円以下

　に２０万円以下を１０万円以下

　を

２０万円以

下

５００万円以下５００万円以下１，０００

万円以

下

決定売却又

は廃棄

（物品

に限

る。）
１０万円以

下

①　５０万円以下

②　全て

（法令等により金

額が定まっている

もの）

①　５０万円以下

②　全て

（法令等により金

額が定まっている

もの）

―契約

　に

２０万円以

下

５００万円以下５００万円以下1,000

万円以

下

決定物品等

の売却

（不動

産及び

用益物

権を除

く。）

１０万円以

下

①　５０万円以下

②　全て

（法令等により金

額が定まっている

もの）

①　５０万円以下

②　全て

（法令等により金

額が定まっている

もの）

契約

全て全て全て―廃棄



「   　「

  　　　 」  　 」

改め，同表寄附の収受（負担付きでないもの）の項中

「

     　 」

「

     　 」

改め，同表負担金，交付金その他これらに類するものの項中

「

    　　 」

「

    　　 」

改め，同表謝金，旅費その他これらに類するものの項中

「

       　 」

「

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６５０

　に２０万円以下を１０万円以下

　 を１０万円以下―２０万円以下

　 に１００万円以下１００万円以下２００万円以下

　 を１０万円

以下

３０万円

以下

３０万円

以下

５０万円

以下

負担金，交付金

その他これらに

類するもの

　 に

２０万円

以下

１００万

円以下

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

　 を

測量，調

査等の立

会謝金に

ついては，

資産活用

課長に合

議するこ

と。

①　１０万円

以下

②　５０万円

以下

（定例的な

報酬又は報

償）

①　３０万円

以下

②　１００万

円以下

（定例的な

報酬又は報

償）

①　３０万円

以下

②　１００万

円以下

（定例的な

報酬又は報

償）

①　５０万円

以下

②　１００万

円を超える

もの

（定例的な

報酬又は報

償）

謝金，旅

費その他

これらに

類するも

の

　 

電子情報

処理組織

により作

成した旅

行命令書

に基づき

支給する

全て全て全て―職員の旅

費



１６５１

       　 」

改め，同表前渡金の項中

「

       　　 」

「

       　　 」

改め，立替払金の項中

「

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

　
旅費を除

く。

　　に
測量，調

査等の立

会謝金に

ついては，

資産活用

課長に合

議するこ

と。

①　２０万円

以下

②　５０万円

以下

（定例的な

報酬又は報

償）

１００万円以

下

１００万円以

下

①　３００万

円以下

②　全て

（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

　　を

①　１０万円以下

②　５０万円以下

（定例的な報酬，報

償，社会保険料又は

賄料）

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）

①　３０万円以下

②　１００万円以下

（定例的な報酬，報

償，社会保険料又は

賄料）

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）

①　３０万円以下

②　１００万円以下

（定例的な報酬，報

償，社会保険料又は

賄料）

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）

①　５０万

円以下

②　１００

万円を超

えるもの

（定例的

な報酬，

報償，社

会保険料

又は賄

料）

　　に

①　２０万円以下

②　５０万円以下

（定例的な報酬，報

償，社会保険料又は

賄料）

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）

全て全て―

　　を

全て全て全て

（交通ストライキに

全て



       　 」

「

       　 」

改める。

（職員の提案に関する規程の一部改正）

第２条　職員の提案に関する規程（昭和３０年１１月訓令甲第１３号）の一部を次のように改正する。

　　第７条第２項中「行財政局財政部財務課長」を「行財政局財務課長」に改める。

　（公文書管理規程の一部改正）

第３条　公文書管理規程（昭和３５年４月訓令甲第８号）の一部を次のように改正する。

　　第３条第３号中「第１３５条」を「第１３６条」に改める。

　　第６条第１項中「第１５７条第１項」を「第１５８条第１項」に改める。

　　第９条第１項第１号ア中「建道管」を「建下経」に，「環事東」を「都新臨」に改める。

　（契約事務手続規程の一部改正）

第４条　契約事務手続規程（昭和３９年５月訓令甲第６号）の一部を次のように改正する。

　　第２条中「行財政局財政部契約監理課」を「行財政局契約監理課」に改める。

第５条第２項中「行財政局財政部契約監理課長」を「行財政局契約監理課長」に改める。

　　第２６条第１項の表中「第３条第６号」を「第３条第７号」に改める。

　　様式第２５号の２を次のように改める。
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よる交通費）

　　に全て全て―全て
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　（広報広聴事務規程の一部改正）

第５条　神戸市広報広聴事務規程（昭和４５年８月訓令甲第９号）の一部を次のように改正する。

　　第３条中第６号を第７号とし，第５号に次の１号を加える。

　　⑹　花時計ギャラリーの管理及び運営

　　第４条を削り，第５条を第４条とする。

　　第６条中「，市民参画推進局長」を削り，同条を第５条とする。

　　第７条第３項中「及び市民参画推進局長」を削り，同条を第６条とする。

　　第８条第４項中「，市民参画推進局長」を削り，同条を第７条とする。

　　第９条中「又は市民参画推進局長」を削り，同条を第８条とする。

　（広報印刷等取扱規程の一部改正）

第６条　神戸市広報印刷物等取扱規程（昭和５０年４月訓令甲第１号）の一部を次のように改正

　する。

　　第２条中「消防局長」の次に「，教育委員会事務局長」を加える。

　（工事検査規程の一部改正）

第７条　神戸市工事検査規程（平成１８年３月訓令甲第１５号）の一部を次のように改正する。

　　第４条中「建設局道路部担当課長（工事監理担当）」を「建設局担当課長（工事監理担 

　当）」に改める。

　（職員出勤簿等取扱等規程の一部改正）

第８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「第１３５条」を「第１３６条」に改める。

　（区役所等に係る職員の兼務に関する規程の一部改正）

第９条　神戸市区役所等に係る職員の兼務に関する規程（平成１９年３月訓令甲第１３号）の一部

　を次のように改正する。

　　第１条中「又は区役所出張所」を「又は西区役所西神中央出張所」に改める。

　　第２条中「市民参画推進局住民課」を「行財政局住民課」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。

  告     示  

神戸市告示第２０８号

　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１項の認可を

したので，同条第１０項の規定により次のとおり告示する。   

　　令和２年６月２４日  

　     神戸市長　久　元　喜　造

１　名称  

　　深江南町４丁目自治会  

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６５６
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２　規約に定める目的  

　　この会は，快適で充実した生活が送れるよう，良好な地域社会の維持及び形成を図ること

　を目的とし，次の各号に掲げる事業を行う。

　⑴　会員相互の連絡と親睦を図ること

　⑵　区域内の清掃，緑化推進などの環境整備を図ること

　⑶　福利・厚生等に関すること

　⑷　防火・防犯等に関すること

　⑸　財産の維持管理を図ること

　⑹　市政への協力及び他団体との連絡調整に関すること

　⑺　その他目的達成に必要なこと  

３　区域  

　　神戸市東灘区深江南町４丁目の全域  

４　主たる事務所  

　　神戸市東灘区深江南町４丁目７番２６号  

５　代表者の氏名  

　　秋元　昌秀  

６　代表者の住所  

　　神戸市東灘区深江南町４丁目１２番２７号  

７　裁判所による代表者の職務執行の停止  

　　なし  

８　職務代行者の選任  

　　なし  

９　代理人  

　　なし  

１０　規約に定めた解散の事由  

　　総会において構成員の４分の３以上の同意により解散する。  

１１  認可年月日  

　　令和２年６月２２日

―――――――――――――――――

神戸市告示第２０９号

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

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

次のとおり告示する。    

　　令和２年６月２４日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　藤原台南町自治会  

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号



　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区藤原台南町４丁目２７番１号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　加納　靖男  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区藤原台南町５丁目８番９号  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「後藤　正弘」を「加納　靖男」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市北区藤原台南町５丁目１６番１５号」を「神戸市北区藤原台南町５丁目８番９号」

　　に改める。   

３　変更の年月日   

　　令和２年４月２６日   

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２１０号

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

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

次のとおり告示する。    

　　令和２年６月２４日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　南落合１丁目自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市須磨区南落合１丁目１１番１号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　都築　郷実  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市須磨区南落合１丁目７番３２号  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「北野　聖子」を「都築　郷実」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市須磨区南落合１丁目５番１１号」を「神戸市須磨区南落合１丁目７番３２号」に改

　　める。   

３　変更の年月日   

　　令和２年４月５日   

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６５８
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―――――――――――――――――

　

神戸市告示第２１１号

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

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

次のとおり告示する。    

　　令和２年６月２４日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　第二神明自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市西区南別府４丁目２６３番地の２０  

　⑶　代表者の氏名  

　　　小川　賢治  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市西区南別府４丁目３４１番地の１２０  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「髙岡　俊昭」を「小川　賢治」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市西区南別府４丁目２６３番地の３１」を「神戸市西区南別府４丁目３４１番地の１２０」

　　に改める。   

３　変更の年月日   

　　令和２年５月７日

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２１２号

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

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

次のとおり告示する。    

　　令和２年６月２４日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　南平台自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市西区押部谷町栄２０５番地の９９  

　⑶　代表者の氏名  
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　　　田川　隆  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市西区押部谷町栄２０５番地の２６２  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「中山　潔」を「田川　隆」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市西区押部谷町栄２０５番地の１４０」を「神戸市西区押部谷町栄２０５番地の２６２」に改

　　める。   

３　変更の年月日   

　　令和２年４月１８日   

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２１３号

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

１項本文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７月７日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６６０

サービス種類指定年月日指定申請者の所在地
指定申請者

の名称
事業所等の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

介護予防訪問看

護

令和２年

６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

兵庫県神戸市須磨区

若木町２－３－９　

パル東須磨１０２号

凌駕さくら訪

問看護ステー

ション

２８６０７９０３０８

訪問看護令和２年

６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

兵庫県神戸市須磨区

若木町２－３－９　

パル東須磨１０２号

凌駕さくら訪

問看護ステー

ション

２８６０７９０３０８

介護予防訪問看

護

令和２年

６月１日

兵庫県神戸市中央区

脇浜海岸通４－１－

７－１４０３

株式会社ポジ

ティブ

兵庫県神戸市中央区

旭通１－１－１　サ

ンピア２０６号室

訪問看護ステ

ーションぷら

す

２８６５１９０５１２

訪問看護令和２年

６月１日

兵庫県神戸市中央区

脇浜海岸通４－１－

７－１４０３

株式会社ポジ

ティブ

兵庫県神戸市中央区

旭通１－１－１　サ

ンピア２０６号室

訪問看護ステ

ーションぷら

す

２８６５１９０５１２

介護予防訪問看

護

令和２年

６月１日

兵庫県神戸市西区伊

川谷町別府１１４－１３

－２０３

合同会社グッ

ド

兵庫県神戸市西区伊

川谷町別府１１４－１３

ミサワヒルズ２０３

訪問看護ステ

ーショングッ

ドサービス

２８６５２９０４６０

訪問看護令和２年

６月１日

兵庫県神戸市西区伊

川谷町別府１１４－１３

－２０３

合同会社グッ

ド

兵庫県神戸市西区伊

川谷町別府１１４－１３

ミサワヒルズ２０３

訪問看護ステ

ーショングッ

ドサービス

２８６５２９０４６０

訪問介護令和２年

６月１日

兵庫県神戸市兵庫区

湊川町１０丁目２６番８

号

一般社団法人

朝月福祉会

兵庫県神戸市長田区

大塚町１丁目８－１１

プレノ長田１Ｆ

らくらく介護

　笑楽

２８７０６０３４００

通所介護令和２年

６月１日

兵庫県神戸市須磨区

横尾８丁目１－１・

合同会社ＡＱ

ＵＳ

兵庫県神戸市須磨区

多井畑東町２－１

ＡＱＵＳ２８７０７０３２６７
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―――――――――――――――――

神戸市告示第２１４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７月７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

　  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２１５号

　次の施設について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第１号の指定をした

ので，同法第９３条の規定により告示する。

　　令和２年７月７日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

４３－４０３

訪問介護令和２年

６月１日

兵庫県神戸市北区鳴

子２丁目１７－２サク

セス星和台２０３

株式会社ラフ

アンドケア

兵庫県神戸市北区鳴

子２丁目１７－２サク

セス清和台２０３

ヘルパーステ

ーション　か

えで

２８７５００３８７９

通所介護令和２年

６月１日

兵庫県神戸市西区伊

川谷町有瀬８０４番地

の６９

株式会社大塚

メディカル

兵庫県神戸市西区伊

川谷町有瀬８０４番地

の６９

デイサービス

センター御宿

ありせ

２８７５２０４９０７

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

６月１日

兵庫県神戸市須磨区

横尾８丁目１－１・

４３－４０３

合同会社ＡＱ

ＵＳ

兵庫県神戸市須磨区

多井畑東町２－１

ＡＱＵＳ２８７０７０３２６７

介護予防訪問サ

ービス

令和２年

６月１日

兵庫県神戸市北区鳴

子２丁目１７－２サク

セス星和台２０３

株式会社ラフ

アンドケア

兵庫県神戸市北区鳴

子２丁目１７－２サク

セス清和台２０３

ヘルパーステ

ーション　か

えで

２８７５００３８７９

介護予防通所サ

ービス

令和２年

６月１日

兵庫県神戸市西区伊

川谷町有瀬８０４番地

の６９

株式会社大塚

メディカル

兵庫県神戸市西区伊

川谷町有瀬８０４番地

の６９

デイサービス

センター御宿

ありせ

２８７５２０４９０７

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

介護老人福祉施

設

令和２年

６月１日

兵庫県神戸市中央区

吾妻通５丁目２－２０

社会福祉法人

イエス団

兵庫県神戸市兵庫区

荒田町３丁目４７番１

号

特別養護老人

ホーム　真愛

あらたホーム

２８７０５０３５８４



神戸市告示第２１６号

　次の施設について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１０７条第１項の許可をしたので，

同法第１１４条の７第１号の規定により告示する。

　　令和２年７月７日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第２１７号

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

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

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

　　令和２年７月７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６６２

サービス種類許可年月日許可申請者の所在地
許可申請者

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

介護医療院令和２年

６月１日

兵庫県神戸市兵庫区

大開通９丁目２番６

号

社会医療法人

榮昌会

兵庫県神戸市長田区

東尻池町１丁目１０番

２３号

介護医療院　

よしだ

２８Ｂ０６０００１９

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

訪問介護令和２年

５月３１日

兵庫県神戸市東灘区

御影本町３丁目１番

２号

特定非営利活

動法人神戸レ

インボー

兵庫県神戸市東灘区

御影本町３丁目１番

２号

訪問介護支援

事業所東灘レ

インボー

２８７０１０２３９５

訪問介護令和２年

５月３１日

兵庫県神戸市東灘区

本山南町９丁目８番

３６－１０５号

合同会社Ｋサ

ポート

兵庫県神戸市東灘区

本山南町９丁目８番

３６－１０５号

Ｋサポート２８７０１０３４０１

訪問介護令和２年

５月３１日

兵庫県神戸市須磨区

北落合四丁目１１番１８

号

合同会社かく

れんぼ

兵庫県神戸市兵庫区

上沢通７丁目１－４

　ピュア神戸５０１号

ケアステーシ

ョン　ぴーち

ゃん

２８７０５０２６４４

訪問介護令和２年

５月３１日

兵庫県神戸市兵庫区

松原通４丁目１番１

号

特定非営利活

動法人社会福

祉交流協会

兵庫県神戸市兵庫区

松原通４丁目１番１

号

心と心のきず

な

２８７０５０２９０９

訪問看護令和２年

５月３１日

兵庫県神戸市灘区日

尾町三丁目１番２４－

１０４号

合同会社Ｔｒ

ｉａｄ

兵庫県神戸市灘区日

尾町三丁目１番２４－

１０４号

訪問看護ステ

ーションリラ

イト

２８６０２９０３０９

介護予防訪問看

護

令和２年

５月３１日

兵庫県神戸市灘区日

尾町三丁目１番２４－

１０４号

合同会社Ｔｒ

ｉａｄ

兵庫県神戸市灘区日

尾町三丁目１番２４－

１０４号

訪問看護ステ

ーションリラ

イト

２８６０２９０３０９

居宅介護支援令和２年

４月３０日

兵庫県神戸市北区松

が枝町１丁目１７－７

特定非営利活

動法人ひなた

ぼっこ

兵庫県神戸市北区松

が枝町１丁目１７－７

特定非営利活

動法人ひなた

ぼっこ

２８７５００１３１１



１６６３

神戸市告示第２１８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７月７日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第２１９号

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

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

第１１５条の２０第２号の規定により告示する。

　　令和２年７月７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

　　

―――――――――――――――――

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

サービスの種類
廃止・辞退

の年月日

事業者の主たる

事務所の所在地
事業者の名称事業所等の所在地

事業所等の

名称

介護保険

事業所番号

介護予防訪問サ

ービス

令和２年

５月３１日

兵庫県神戸市東灘区

御影本町３丁目１番

２号

特定非営利活

動法人神戸レ

インボー

兵庫県神戸市東灘区

御影本町３丁目１番

２号

訪問介護支援

事業所東灘レ

インボー

２８７０１０２３９５

生活支援訪問サ

ービス

令和２年

５月３１日

兵庫県神戸市東灘区

御影本町３丁目１番

２号

特定非営利活

動法人神戸レ

インボー

兵庫県神戸市東灘区

御影本町３丁目１番

２号

訪問介護支援

事業所東灘レ

インボー

２８７０１０２３９５

介護予防訪問サ

ービス

令和２年

５月３１日

兵庫県神戸市須磨区

北落合四丁目１１番１８

号

合同会社かく

れんぼ

兵庫県神戸市兵庫区

上沢通７丁目１－４

　ピュア神戸５０１号

ケアステーシ

ョン　ぴーち

ゃん

２８７０５０２６４４

生活支援訪問サ

ービス

令和２年

５月３１日

兵庫県神戸市須磨区

北落合四丁目１１番１８

号

合同会社かく

れんぼ

兵庫県神戸市兵庫区

上沢通７丁目１－４

　ピュア神戸５０１号

ケアステーシ

ョン　ぴーち

ゃん

２８７０５０２６４４

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

介護予防小規模

多機能型居宅介

護

令和２年

５月１５日

大阪府大阪市北区堂

島２丁目２－２

株式会社ケア

２１

兵庫県神戸市西区伊

川谷町有瀬８６０番地

の１

小規模多機能

型居宅介護た

のしい家伊川

谷有瀬

２８９５２００２３２

小規模多機能型

居宅介護

令和２年

５月１５日

大阪府大阪市北区堂

島２丁目２－２

株式会社ケア

２１

兵庫県神戸市西区伊

川谷町有瀬８６０番地

の１

小規模多機能

型居宅介護た

のしい家伊川

谷有瀬

２８９５２００２３２



神戸市告示第２２０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９９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１０４条の２第２号の規定により告示する。

　　令和２年７月７日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第２２１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７月７日　

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６６４

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

介護老人保健施

設

令和２年

５月３１日

兵庫県神戸市兵庫区

大開通９丁目２番６

号

社会医療法人

　榮昌会

兵庫県神戸市長田区

東尻池町１丁目１０－

２３

老健よしだ２８５０６８００６３

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

同行援護令和２年

６月１日

大阪府大阪市北区堂

島２丁目２番２号

株式会社ケア

２１

兵庫県神戸市兵庫区

浜崎通１０－１７　Ａｎ

ｇｅｌｏｔ浜崎通１

階１０１号室

ケア２１兵庫駅

前通り

２８１０５０１５４０

居宅介護令和２年

６月１日

兵庫県神戸市兵庫区

湊川町１０丁目２６番８

号

一般社団法人

朝月福祉会

兵庫県神戸市長田区

大塚町１丁目８－１１

プレノ長田１Ｆ

らくらく介護

　笑楽

２８１０６０１８０３

重度訪問介護令和２年

６月１日

兵庫県神戸市兵庫区

湊川町１０丁目２６番８

号

一般社団法人

朝月福祉会

兵庫県神戸市長田区

大塚町１丁目８－１１

プレノ長田１Ｆ

らくらく介護

　笑楽

２８１０６０１８０３

居宅介護令和２年

６月１日

兵庫県神戸市北区鳴

子２丁目１７－２サク

セス星和台２０３

株式会社ラフ

アンドケア

兵庫県神戸市北区鳴

子２丁目１７－２サク

セス星和台２０３

ヘルパーステ

ーション　か

えで

２８１５００１５０４

重度訪問介護令和２年

６月１日

兵庫県神戸市北区鳴

子２丁目１７－２サク

セス星和台２０３

株式会社ラフ

アンドケア

兵庫県神戸市北区鳴

子２丁目１７－２サク

セス星和台２０３

ヘルパーステ

ーション　か

えで

２８１５００１５０４

居宅介護令和２年

６月１日

兵庫県神戸市須磨区

横尾７丁目１番地の

１－８２号棟１０６号

合同会社名越

介護事務所

兵庫県神戸市中央区

下山手通５丁目１２－

４－７０１

Ｒｅｋ１２８１５１０１７８３

重度訪問介護令和２年

６月１日

兵庫県神戸市須磨区

横尾７丁目１番地の

１－８２号棟１０６号

合同会社名越

介護事務所

兵庫県神戸市中央区

下山手通５丁目１２－

４－７０１

Ｒｅｋ１２８１５１０１７８３



１６６５

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第２２２号

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

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

法第５１条第２号の規定により告示する。

　　令和２年７月７日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第２２３号

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

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

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

　　令和２年７月７日

     神戸市長　久　元　喜　造

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

　及び保管した自転車等の台数。撤去し，及び保管した年月日。並びに問い合わせ先。

　　別表のとおり

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

サービス種類
廃止の

年月日

事業者の主たる

事務所の所在地
事業者の名称事業所等の所在地

事業所等の

名称
事業所番号

居宅介護令和２年

５月３１日

兵庫県神戸市東灘区

本山南町九丁目８番

３６－１０５号

合同会社Ｋサ

ポート

兵庫県神戸市東灘区

本山南町九丁目８番

３６－１０５号

Ｋサポート２８１０１０１１６８

重度訪問介護令和２年

５月３１日

兵庫県神戸市東灘区

本山南町九丁目８番

３６－１０５号

合同会社Ｋサ

ポート

兵庫県神戸市東灘区

本山南町九丁目８番

３６－１０５号

Ｋサポート２８１０１０１１６８

居宅介護令和２年

５月３１日

兵庫県神戸市須磨区

北落合四丁目１１番１８

号

合同会社かく

れんぼ

兵庫県神戸市兵庫区

上沢通７丁目１－４

　ピュア神戸５０１号

ケアステーシ

ョン　ぴーち

ゃん

２８１０５００９１４

重度訪問介護令和２年

５月３１日

兵庫県神戸市須磨区

北落合四丁目１１番１８

号

合同会社かく

れんぼ

兵庫県神戸市兵庫区

上沢通７丁目１－４

　ピュア神戸５０１号

ケアステーシ

ョン　ぴーち

ゃん

２８１０５００９１４

同行援護令和２年

５月３１日

兵庫県神戸市須磨区

北落合四丁目１１番１８

号

合同会社かく

れんぼ

兵庫県神戸市兵庫区

上沢通７丁目１－４

　ピュア神戸５０１号

ケアステーシ

ョン　ぴーち

ゃん

２８１０５００９１４

居宅介護令和２年

５月３１日

兵庫県神戸市兵庫区

松原通４丁目１番１

号

特定非営利活

動法人社会福

祉交流協会

兵庫県神戸市兵庫区

松原通４丁目１番１

号

心と心のきず

な

２８１０５０１０３７

重度訪問介護令和２年

５月３１日

兵庫県神戸市兵庫区

松原通４丁目１番１

号

特定非営利活

動法人社会福

祉交流協会

兵庫県神戸市兵庫区

松原通４丁目１番１

号

心と心のきず

な

２８１０５０１０３７



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

　　西神保管所及び学園都市保管所

　　　（ア）　火曜日・木曜日　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。

　　　（ウ）　条例による撤去を実施したときは，撤去日を含め（日曜日，祝日を除く）連続

　　　　　　６日間，平日　午後３時から午後７時まで，土曜日　午後１時から午後５時まで。

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　ときは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２２４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，次の道路について令和２年　

７月７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７月２１日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年７月７日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６６６

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

西区玉津町今津字宮の西３３３番

の１

建設局西建設事務所

電話　９１２－３７５０

令和２年５月１４日台１自転車
西建設事務所管内自転車等

放置禁止区域外長期放置

西区高 台６丁目

西神保管所

電話　９９２－３７６３
令和２年５月２８日

台３自転車

台１原動機付自転車

区　　　　　　　　間路　線　名
道路の

種類

神戸市兵庫区荒田町２丁目３３地先から

神戸市兵庫区荒田町１丁目３番３地先まで

荒田会下山線市道



１６６７

―――――――――――――――――

神戸市告示第２２５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，事業系ごみの処分

に係る手数料及び物品売払代金の収納事務を次の者に委託する。

　　令和２年７月７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　委託先

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

所在地名称

神戸市東灘区魚崎浜町１７番地６株式会社神東

神戸市東灘区御影石町２丁目１４番２１号株式会社ウイング

神戸市東灘区御影塚町１丁目４－３株式会社吉岡清掃

神戸市東灘区向洋町西５丁目９番株式会社トーホーストア

神戸市東灘区向洋町西５丁目９番株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー

神戸市東灘区向洋町東２丁目４番地株式会社河田商会

神戸市東灘区住吉南町４丁目１番７号株式会社森川貫一商店

神戸市東灘区住吉本町１丁目３－１９生活協同組合コープこうべ

神戸市東灘区森南町３丁目４番８号株式会社マキ包装

神戸市東灘区深江南町４丁目７番３号株式会社上野商事

神戸市東灘区深江浜町１番有限会社モリカワ

神戸市東灘区深江浜町１番１神戸市東部水産物卸売協同組合

神戸市東灘区深江浜町１番１株式会社兵庫容器販売センター

神戸市東灘区深江浜町１番地１有限会社菅野商店

神戸市灘区都通２丁目１番１６号株式会社シンセー

神戸市灘区浜田町１丁目１番２２号株式会社北神

神戸市灘区味泥町７番３２号有限会社神戸清掃舎

神戸市中央区雲井通５丁目３番１号有限会社富士商会

神戸市中央区雲井通７丁目１番１号石原アメニテック株式会社

神戸市中央区下山手通８丁目９ ２ー７宇治川商業協同組合

神戸市中央区旗塚通５丁目３－８薬カッチャン

神戸市中央区元町通４丁目３番１２号株式会社沖食器

神戸市中央区港島中町４丁目１－１株式会社ダイエー

神戸市中央区港島南町４丁目２－７株式会社タイヨー・コーユー

神戸市中央区相生町４丁目４番１３号株式会社井原商店

神戸市中央区二宮町３丁目１０番１１号株式会社加納商店

神戸市中央区八雲通５丁目４－１７大安亭市場協同組合

神戸市中央区脇浜町２丁目１番８号株式会社極東エンタープライズ



令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６６８

神戸市中央区脇浜町３丁目７番５号有限会社ＭＩＮＡＴＯ

神戸市兵庫区駅南通３丁目５番１６号株式会社アダチ

神戸市兵庫区遠矢浜町５番８号藤定運輸株式会社

神戸市兵庫区上沢通３丁目３番６号株式会社顕木

神戸市兵庫区下沢通７丁目２番２６号有限会社内外クリーナ

神戸市兵庫区水木通５丁目２－７株式会社イナガワ

神戸市兵庫区大開通３丁目１番３５号株式会社ユウコウ

神戸市兵庫区中之島１丁目１番１号神戸水産物卸協同組合

神戸市兵庫区中之島１丁目１番１号神戸中央青果卸売協同組合

神戸市兵庫区中之島１丁目１番４号株式会社かご武

神戸市兵庫区塚本通５丁目２番１１号御旅センター市場協同組合

神戸市兵庫区東山町２丁目３－２０東山商店街振興組合

神戸市兵庫区東山町２丁目８番地の６１丸神商業協同組合

神戸市兵庫区門口町１番１５号株式会社長澤音次郎商店

神戸市長田区苅藻島町２丁目２番１１号神港衛生株式会社

神戸市長田区五番町５丁目１番地２７－１０４号株式会社松本興業社

神戸市長田区川西通３丁目６有限会社リカーショップタナカ

神戸市長田区東尻池町９丁目１番２０号株式会社イノウエ

神戸市長田区片山町１丁目１５番２０号株式会社白石組

神戸市長田区蓮宮通２丁目２－１０有限会社オフィスドリーム

神戸市長田区六番町２丁目１番地の２７株式会社マスオカ

神戸市長田区腕塚町５丁目３番１－００１号腕塚食材商業協同組合

神戸市須磨区月見山本町２丁目１番１５号月見山公設市場協同組合

神戸市須磨区常磐町１丁目１番４号有限会社デルタベーシック

神戸市須磨区多井畑南町１９－１６ゼニヤ産業株式会社

神戸市須磨区弥栄台１丁目１番地カドヤ産商株式会社

神戸市垂水区つつじが丘１丁目６番地の１０有限会社美化推進西山商店

神戸市垂水区西舞子４丁目６番１０号有限会社舞子運送

神戸市西区伊川谷町有瀬１４５０－１昭和商事有限会社

神戸市西区玉津町今津４２７－１株式会社曽根物産

神戸市西区見津が丘６丁目１番地の１有限会社ナガタ商会

神戸市西区上新地３丁目２番９号サンベビー株式会社

神戸市西区池上１丁目１１番５号株式会社オカダ

神戸市西区平野町堅田３３８番地株式会社山陽

埼玉県本庄市早稲田の杜１丁目２番１号株式会社カインズ

千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番１号イオンリテール株式会社



１６６９

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。ただし，ゴダイ株式会社及び有限会社内外

　クリーナについては，令和２年６月１日から令和３年３月３１日までとし，株式会社アダチに

　ついては，令和２年６月１５日から令和３年３月３１日までとする。

　 

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番１号イオンリテールストア株式会社

東京都新宿区新宿６丁目２７番３０号株式会社東急ハンズ

東京都千代田区岩本町３丁目１０番１号山崎製パン株式会社

東京都千代田区外神田２丁目２番１５号ウェルシア薬局株式会社

東京都千代田区二番町８番地８株式会社セブン－イレブン・ジャパン

東京都品川区大崎１丁目１１番２号株式会社ローソン

東京都港区芝浦３丁目１番２１号株式会社ファミリーマート

東京都北区赤羽２丁目１番１号合同会社西友

新潟市南区清水４５０１番地１株式会社コメリ

愛知県豊橋市広小路１丁目４３番大木開発株式会社

大阪府大阪市中央区久太郎町３丁目４番２０号株式会社店研創意

大阪府大阪市西区阿波座１丁目５番１６号ロイヤルホームセンター株式会社

大阪府大阪市西区北堀江３丁目１２番２３号株式会社光洋

大阪府大阪市東成区東小橋１丁目１１番１０号近畿クリーンエイド販売株式会社

大阪府堺市西区鳳東町４丁目４０１番地１コーナン商事株式会社

大阪府東大阪市新池島町２丁目１９番１６号三栄商事株式会社

兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１株式会社マルアイ

兵庫県姫路市錦町１０４番地スクエアビル２Ｆゴダイ株式会社

兵庫県宍粟市山崎町今宿１２９－１株式会社ホームセンターアグロ

広島県広島市南区段原南１丁目３番５２号マックスバリュ西日本株式会社

愛媛県松山市美沢１丁目９番１号ＤＣＭダイキ株式会社

福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１０番１号株式会社コスモス薬品

福岡県北九州市小倉北区魚町２丁目６番１０号株式会社ナフコ



  公     告  

神戸市公告第２６２号

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

　　令和２年６月１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６７０

新港東ふ頭Ｚ，１，２号上屋止水板他改修工事工 事 名

神戸市中央区小野浜町６，８工事場所

令和３年２月２６日完成期限

止水板改修，設置工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

その他



１６７１

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年６月１９日（金）～６月２６日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年６月２９日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月３０日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月１日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第２６３号

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

　　令和２年６月１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６７２

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

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

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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。
その他



１６７３

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

令和２年６月１９日（金）～６月２６日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年６月２９日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月３０日（火）午前９時～午後３時
日 時

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。



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２６４号

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

　　令和２年６月１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６７４

妙法寺・高倉台小学校給食室空調設備工事工 事 名

神戸市須磨区妙法寺字桜界地１０６－１，神戸市須磨区高倉台４－１－１工事場所

令和２年９月１８日完成期限

妙法寺小学校，高倉台小学校の給食室に空冷ヒートポンプエアコンを新設する

機械設備他工事一式。
工事概要

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月１日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



１６７５

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

　

―――――――――――――――――

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６７６

令和２年６月１９日（金）～６月２６日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年６月２９日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月３０日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月１日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

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



１６７７

神戸市公告第２６５号

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

　　令和２年６月１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

小部東・ひよどり台小学校給食室空調設備工事工 事 名

神戸市北区鈴蘭台北町７－１１－２２，神戸市北区ひよどり台３－３工事場所

令和２年９月１８日完成期限

小部東・ひよどり台小学校の給食室に空冷式ヒートポンプエアコンを新設する

一切の工事。
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６７８

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年６月１９日（金）～６月２６日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年６月２９日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月３０日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月１日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



１６７９

　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２６６号

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

　　令和２年６月１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

垂水処理場　無線通信設備工事工 事 名

神戸市垂水区平磯１丁目１－６５　垂水処理場内工事場所

令和２年１２月１５日完成期限

無線通信設備工（機器・据付）　一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気通信工事業に係る建設業の許可建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において，「電気通信」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　神戸市内に本店又は支店若しくはこれに準じるものを有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

その他

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６８０

　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年６月１９日（金）～６月２６日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年６月２９日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月３０日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月１日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す方 法



１６８１

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２６７号

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

　　令和２年６月１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

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」

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

北消防団八多支団第３分団器具庫新築工事工 事 名

神戸市北区八多町附物字岡８７９番１工事場所

令和２年１２月２３日完成期限

消防団器具庫の新築工事一式，外構工事一式，これらに伴う電気，機械設備工

事一式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６８２

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年６月１９日（金）～６月２６日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所



１６８３

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第２６８号

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

　　令和２年６月１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

第１日目　令和２年６月２９日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月３０日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年７月１日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　「取止め通知書」

方 法

高専　講義棟トイレ改修他工事工 事 名



２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６８４

神戸市西区学園東町８丁目３番地工事場所

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（発注者指定

方式）である。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。

工期：令和２年８月３日から令和３年１月２９日　

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

なお，上記の工期の始期日以降に契約締結となった場合には，余裕期間は適用

しない。

完成期限

Ⅰ　ＲＣ造　４階建て　講義棟便所改修工事

　・１～４階男子便所改修工事　一式

　・上記に伴う電気，機械設備工事　一式

Ⅱ　ＲＣ造　６階建て　一般科Ａ棟便所改修他工事

　・１階女子便所，２・３階男子便所改修工事　一式

　・上記に伴う電気，機械設備工事　一式

　・４階普通教室建具改修工事　一式

　・５・６階バルコニー防鳥ネット設置工事　一式

Ⅲ　ＲＣ造　平屋　体育館電動ステージ改修工事

　・電動ステージ設置工事　一式

　・上記に伴う電気設備工事　一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

その他



１６８５

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年６月１９日（金）～７月３日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月７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



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２６９号

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

　　令和２年６月１９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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６８６

令和２年７月８日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

深江大橋補修工事工 事 名

神戸市東灘区深江南工事場所

令和３年３月３１日完成期限

ひび割れ補修工（低圧注入工法）Ｌ＝３６７ｍ，断面修復工（左官工法）Ｖ＝６．５

㎥，　表面保護工（表面含浸工）Ａ＝８，４００㎡，　仮設工（足場工）１式　他
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



１６８７

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「橋梁」を登録業種と

していること（希望順位は問わない）。
登録業種

複数径間橋梁の橋梁補修の実績があること。施工実績

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年６月１９日（金）～７月３日（金）受付期間



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６８８

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月７日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年７月８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



１６８９

神戸市公告第２７０号

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

　　令和２年６月１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

長田中学校空調設備改修工事工 事 名

神戸市長田区真野町８－１工事場所

令和２年１２月２８日完成期限

長田中学校の空調設備改修を行う，機械設備工事・電気設備工事一式。工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

管一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　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。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６９０

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年６月１９日（金）～７月３日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月７日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月８日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



１６９１

　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２７１号

　簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札により契約を締結するので，次

のとおり公告します。

　　令和２年６月１９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５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

神戸空港ブロック製作工事（その４）工 事 名

神戸市中央区神戸空港工事場所

令和３年３月３１日完成期限

消波ブロック製作　１，８２３個工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木専門・とび・土

木」を登録業種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

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　入札参加資格の審査の申請方法

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６９２

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書等による。
評 価 基 準

　評価は，標準点（１００点）に入札者の企業の施工能力等に係る加算点を加

えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除いた価格。以下

同じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年６月１９日（金）～７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。

提出期間



１６９３

７　入札の日時及び方法

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

１１　入札保証金

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

１２　入札の無効

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月１３日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７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

「内訳書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確

認通知」及び「入札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方 法

第１日目　令和２年７月１３日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年７月１４日（火）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方 法

令和２年７月１５日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

令和２年７月２２日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第２７２号

　簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札により契約を締結するので，次

のとおり公告します。

　　令和２年６月１９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６９４

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

新垂水体育館建設工事工 事 名

神戸市垂水区平磯１丁目１７００番の一部工事場所

令和４年１月３１日完成期限

体育館新築工事　ＲＣ造一部木造　平屋　延べ床面積　３，４８１．７６㎡工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

特定建設工事共同企業体形態　　　　　　

２社又は３社構成員の数

共同企業体の構成員（代表者を含む）に関する条件

建築工事業に係る特定建設業の許可建設業の許可

経営事項審査の結果において，建築一式工事の総合評点値が９００点以

上。

経営事項審査

の結果の点数



１６９５

３　総合評価に関する事項

４　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

６　入札参加資格の審査の申請方法

７　入札の日時及び方法

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

ただし，平成３０年１０月２９日以降の審査基準日のものに限る。

建築Ａ

　ただし，入札参加資格の審査の申請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　　　

神戸市内に本店又は支店若しくはこれに準じるものを有すること。

うち１社以上は神戸市内に本店を有するものであること。
その他

共同企業体の代表者に関する条件

経営事項審査の結果において，建築一式工事の総合評点値が，神戸市

内に本店を有する場合は１，０００点以上，支店若しくはこれに準じるも

のを有する場合は１，１３０点以上であること。

ただし，平成３０年１０月２９日以降の審査基準日のものに限る。

経営事項審査

の結果の点数

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書等による。
評 価 基 準

　評価は，標準点（１００点）に入札者の企業の施工能力等に係る加算点を加

えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除いた価格。以下

同じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法

令和２年６月１９日（金）～７月２日（木）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月２７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２８日（火）午前９時～午後３時
日 時



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。

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６９６

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「内訳書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確

認通知」及び「入札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方 法

第１日目　令和２年７月２７日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年７月２８日（火）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方 法

令和２年７月２９日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

令和２年８月５日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



１６９７

　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２７３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６月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

①令和２年４月２３日（木）の午前９時から午後５時まで臨時開園を取り消す｡

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時まで臨時開園を取り消

　す｡

③令和２年８月１３日（木）の午後５時から午後８時まで臨時開園を取り消す｡

④令和２年１０月１日（木）の午前９時から午後９時まで臨時開園を取り消す｡

⑤令和２年４月１１日（土）から５月１９日（火）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時まで臨時供用を取り消す｡

⑦令和２年５月１６日（土），８月１４日（金），１５日（土），１６日（日）の各日の午後５時から

　午後８時まで臨時供用を取り消す｡

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第２７７号

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

　　令和２年６月２４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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５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

新港東ふ頭Ｔ，Ｙ上屋止水板他改修工事工 事 名

神戸市中央区小野浜町５，６工事場所

令和３年２月２６日完成期限

止水板改修，設置工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１６９８

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年６月２４日（水）～６月３０日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

受付期間



１６９９

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第２７８号

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

　　令和２年６月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

　後８時）

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月３日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１７００

鵯越墓園まさき地区便所新築等工事工 事 名

神戸市北区山田町下谷上字中一里山１２－１工事場所

令和３年２月２６日完成期限

便所新築工事，あずまや改修工事，既設便所解体工事一式工事概要

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建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他



１７０１

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

令和２年６月２４日（水）～６月３０日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年７月３日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



　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２７９号

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

　　令和２年６月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１７０２

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

その他

長田区・須磨区・垂水区内　地下道等照明設備更新工事工 事 名

神戸市長田区源平町　神戸市長田区御屋敷通２丁目　他工事場所

令和２年１０月３０日完成期限

照明器具及び照明分電盤，配管配線等の更新に関わる材工試験調整の一切。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



１７０３

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

令和２年６月２４日（水）～６月３０日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月３日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。



　　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２８０号

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

　　令和２年６月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１７０４

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年度西管内舗装補修工事（その２）工 事 名

神戸市西区伊川谷町潤和　他工事場所

令和２年１０月３０日完成期限

（１工区）工事延長：Ｌ＝２８０ｍ，舗装工：Ａ＝２，０６０㎡，区画線工：１式

（２工区）工事延長：Ｌ＝３１０ｍ，舗装工：Ａ＝２，３１０㎡，区画線工：１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

舗装工事業に係る建設業の許可建設業の許可

舗装Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「舗装」を第１希望と

して登録していること。
登録業種



１７０５

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年６月２４日（水）～６月３０日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について方 法



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第２８１号

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

　　令和２年６月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１７０６

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

令和２年７月３日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

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

神戸流通業務団地　空洞充填工事工 事 名

神戸市須磨区弥栄台２丁目工事場所

令和２年１０月３０日完成期限

流動化処理土充填工　１式，　アスファルト舗装工　１式，　仮設工　１式工事概要



１７０７

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

土木Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１７０８

令和２年６月２４日（水）～６月３０日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月３日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

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



１７０９

神戸市公告第２８２号

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

　　令和２年６月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

有馬中学校他５校体育館空調設備工事工 事 名

神戸市北区有野台７－１８　他工事場所

令和２年１１月３０日完成期限

有馬中学校他５校体育館空調設備設置に伴う機械設備工事・電気設備工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１７１０

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年６月２４日（水）～６月３０日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月３日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



１７１１

　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２８３号

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

　　令和２年６月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５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

向洋中学校便所改修工事工 事 名

神戸市東灘区向洋町中２工事場所

令和３年３月１７日完成期限

北館（①棟），本館（③棟），屋内運動場（④棟），東館（⑥棟），便所全面

改修工事　一式

新館（⑦棟），便所洋式化改修工事　一式，仮設トイレ　設置工事　一式

上記に伴う機械・電気設備改修工事　一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行な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



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１７１２

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年６月２４日（水）～７月７日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後

８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月９日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について方 法



１７１３

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２８４号

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

　　令和２年６月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

（仮称）新下山手住宅１号棟給排水設備工事工 事 名

神戸市中央区下山手通９丁目工事場所

令和４年５月３１日完成期限

（仮称）新下山手住宅１号棟新築に伴う給排水設備工事一式工事概要

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

令和２年７月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」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１７１４

各年度出来高予定額の４割以内（中間前払い金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

管一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他



１７１５

　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７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

第１日目　令和２年７月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月９日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月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」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」　

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年６月２４日（水）～７月７日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，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



―――――――――――――――――

神戸市公告第２８５号

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

　　令和２年６月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１７１６

（仮称）新下山手住宅１号棟電気設備工事工 事 名

神戸市中央区下山手通９丁目工事場所

令和４年５月３１日完成期限

鉄筋コンクリート造　地上７・１０階建（住戸７２戸，集会所，店舗等）の建設に

伴う電気設備工事一式。
工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。
前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

電気一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

その他



１７１７

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年６月２４日（水）～７月７日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月９日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月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



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２８６号

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

　　令和２年６月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１７１８

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

東灘処理場　分場４系３・４池終沈汚泥かき寄せ機機械設備工事工 事 名

神戸市東灘区魚崎南町２丁目１番２３号　東灘処理場内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，東灘処理場内分場４系３・４池汚泥かき寄せ機の機械設備を更新す

るものである。

汚泥かき寄せ機機械設備工・・・１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　下水道法に規定する終末処理場の沈殿池において，チェーンフライト

式汚泥かき寄せ機（合成樹脂製）を新設又は更新する工事を元請として
施行実績



１７１９

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

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。

⑴　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年６月２４日（水）～７月７日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第２８７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６月２４日

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１７２０

第１日目　令和２年７月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月９日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月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



１７２１

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　北学校給食共同調理場給食配送業務

　⑵　履行場所

　　　北学校給食共同調理場

　　　神戸市北区有野町有野字上向山２８２３番地の４

　⑶　履行期間

　　　令和２年９月１日から令和５年７月３１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

　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１，０００万円以上の陸上運送を行った実績があること。

　⑷　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第３条に規定する許可を受けていること。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　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７月８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。
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　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７月８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７月９日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年７月１０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８月１８日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年８月１９日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年８月１９日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年８月１８

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）
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１７２３

 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８月１９日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　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

　⑴　この契約は，１日１台当たりの単価契約とします。

　⑵　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。
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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７月１０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 : Delivery of Kobe Public School Lunches from Kita School Meal

　　Preparation Center

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. July 10, 2020.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. August 19, 2020. 

　⑷　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２８８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６月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　垂水学校給食共同調理場給食配送業務

　⑵　履行場所

　　　垂水学校給食共同調理場

　　　神戸市垂水区狩口台３丁目１の４

　⑶　履行期間

　　　令和２年９月１日から令和５年７月３１日まで
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１７２５

　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

　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１，０００万円以上の陸上運送を行った実績があること。

　⑷　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第３条に規定する許可を受けていること。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局　

　　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７月８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７月８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）
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 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７月９日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年７月１０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８月１８日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年８月１９日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年８月１９日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年８月１８

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年８月１９日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所
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１７２７

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　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

　⑴　この契約は，１日１台当たりの単価契約とします。

　⑵　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７月１０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。
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　　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 : Delivery of Kobe Public School Lunches from Tarumi School 

　　Meal Preparation Center

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. July 10, 2020.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. August 19, 2020. 

　⑷　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２８９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６月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　家庭系燃えるごみ・コンテナ等収集運搬業務（Ｂ地区）

　⑵　収集地域

　　　中央区及び北区

　⑶　履行期間

　　　令和３年１０月１日から令和７年９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

　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
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　　ていないこと。

　⑶　過去に継続して３年以上，廃棄物の収集及び運搬を行った実績を有すること。

　⑷　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項第４号イからヌまでのいずれにも該当

　　しない者であること。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　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７月８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７月８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７月９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
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　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年７月１０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８月１８日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年８月１９日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年８月１９日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年８月１８

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年８月１９日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。
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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７月１０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 : Collection and Transport of Household burnable garbage and 

　　Container (Area B).

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by those

　　intending to make bids : 5:00 P.M. July 10, 2020.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. August 19, 2020. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe,6-5-1, Kano-cho,
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　　 Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第２９０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６月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　家庭系燃えるごみ・コンテナ等収集運搬業務（Ｃ地区）

　⑵　収集地域

　　　兵庫区，長田区及び須磨区

　⑶　履行期間

　　　令和３年１０月１日から令和７年９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

　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　過去に継続して３年以上，廃棄物の収集及び運搬を行った実績を有すること。

　⑷　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項第４号イからヌまでのいずれにも該当

　　しない者であること。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

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

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７月８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７月８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７月９日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年７月１０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
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　　ア　提出期間

 第１日目　　令和２年８月１８日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年８月１９日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年８月１９日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年８月１８

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年８月１９日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 
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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７月１０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 : Collection and Transport of Household burnable garbage and 

　　Container (Area C).

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by those

　　intending to make bids : 5:00 P.M. July 10, 2020.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. August 19, 2020. 

　⑷　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２９１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
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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６月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　家庭系燃えるごみ・コンテナ等収集運搬業務（Ｄ地区）

　⑵　収集地域

　　　垂水区及び西区

　⑶　履行期間

　　　令和３年１０月１日から令和７年９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

　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　過去に継続して３年以上，廃棄物の収集及び運搬を行った実績を有すること。

　⑷　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項第４号イからヌまでのいずれにも該当

　　しない者であること。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　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７月８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
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　　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７月８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７月９日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年７月１０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８月１８日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年８月１９日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年８月１９日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年８月１８

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所
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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　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８月１９日（水）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　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
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　　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７月１０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 : Collection and Transport of Household burnable garbage and 

　　Container (Area D).

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by those

　　intending to make bids : 5:00 P.M. July 10, 2020.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. August 19, 2020. 

　⑷　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２９２号

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

集積計画を次のように定めたので，同法第１９条の規定により公告します。

　　令和２年６月２４日

    神戸市　　　　　　　　　　　　　　

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

１　利用権の設定を受ける者の氏名及び住所

　　別表のとおり

２　前項に規定する者が利用権の設定を受ける土地の所在，地番，地目及び面積

　　別表のとおり

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

　　別表のとおり

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

　期，存続期間並びに借賃及びその支払の方法

　　別表のとおり
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５　第１項に規定する者が設定を受ける利用権の条件

　　別表に定めるもののほか，次に定めるところによる。

　⑴　借賃の支払猶予

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

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

　　ることができない場合は，相当と認められる期日までその支払を猶予する。

　⑵　借賃の減額

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

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

　　甲に対して借賃の減額を請求することができる。　

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

　　神戸市が認定した額とする。

　⑶　解約権の留保の禁止

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

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

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

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

　　使用貸借を解除することができる。

　⑷　転貸又は譲渡の禁止

　　　乙は，目的物を転貸し，又は利用権を譲渡してはならない。

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

　　（農地中間管理機構）については，この限りではない。

　⑸　修繕及び改良

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

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

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

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

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

　　　である場合は，甲の同意を要しない。

　⑹　租税公課等の負担

　　ア　甲は，目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

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

　　　賦課金を負担する。

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

　　　協議するところにより負担する。

　⑺　目的物の返還

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

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

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

　　　乙は，原状回復の義務を負わない。
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１７４１

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

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

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

　　　以下同じ。）の償還を請求することができる。

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

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

　　　その支出した額又は増加額とする。

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

　　　際し，名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。

　⑻　利用権に関する事項の変更の禁止

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

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

　　められる場合は，この限りでない。

　⑼　利用権取得者の責務

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

　　しなければならない。

　⑽　その他

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

　　じた事項は，甲，乙及び市が協議して定める。

別表
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設定を受ける利用権
利用権の設定を
行う者（甲）

利用権の設定を
受ける土地

利用権の設定を
受ける者（乙）

借賃の支払

の方法

借賃

（年額）

存続期間

（終期）
始　期

内容（土地
の利用目的
を含む。）

種類住　所氏　名
面積

（㎡）
地目

所在及び

地番
住　所氏　名

令和２年１２

月２０日まで

に借賃の全

量を甲の住

所へ持参す

る。

玄米３０㎏令和３年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

伊川谷町

金月　薫１，０６６

　

田神戸市西区

伊川谷町小

寺字吉末

１２５－２

明石市松江伊藤　昌恭

令和３年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市西区

伊川谷町

金月　薫３，０７７

　

田神戸市西区

伊川谷町小

寺字吉末

１３５

神戸市西区

伊川谷町

金月　繁範

令和２年１２

月２０日まで

に借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

９，３２４

円

令和３年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

押部谷町

岩本　徹７７７田神戸市西区

押部谷町西

盛字大垣内

３６８－１

三田市母子鷲尾　浩良

１４，０７６

円

１，１７３

　

田神戸市西区

押部谷町西

盛字大垣内

３６８－２

令和３年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市西区

岩岡町

中筋　愛子１，３３５

　

田神戸市西区

岩岡町野中

字福吉３５９

－８

神戸市西区

岩岡町

安福　要

１，８２２田神戸市西区
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岩岡町野中

字福吉３６０

－１

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

９，１０４

円

令和３年

１２月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

淡河町

神戸市北区

淡河町

奥野　年男

奥野　日出

男

１，９１１

　

田神戸市北区

淡河町神田

字柿町１５６７

神戸市北区

淡河町

奥井　博昭

１３，６８５

円

２，８７２

　

田神戸市北区

淡河町神田

字柿町１５６８

７，２１１

円

１，５１４

　

田神戸市北区

淡河町神田

字柿町１５６９

令和４年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

明石市大久

保町

安尾　よし

子

９７２田神戸市西区

押部谷町和

田字西ノ谷

７５３

神戸市垂水

区小束山本

町

増田　幸市

２０８田神戸市西区

押部谷町和

田字西ノ谷

７７７

令和４年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市西区

平野町

福壽　利彦５０４田神戸市西区

平野町繁田

字向井田

５９８

神戸市西区

平野町

福壽　恵美

７２５田神戸市西区

平野町繁田

字向井田

５９９

２，７８５

　

田神戸市西区

平野町繁田

字向井田

６００

５１１田神戸市西区

平野町繁田

字南水谷

６５６－１

４０３田神戸市西区

平野町繁田

字南水谷

６５７－３

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の指定

する口座に

振り込む。

１０，０００円令和４年

１２月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

道場町

大前　文彦９５２田神戸市北区

道場町塩田

字蔵前１２４５

－１

神戸市北区

道場町

中嶋　正哲

２０８田神戸市北区

道場町塩田

字蔵前１２４５

－２

７，０００円３６５田神戸市北区

道場町塩田

字灯篭ノ下

７３８－１

１４６田神戸市北区

道場町塩田

字灯篭ノ下

７３８－２

４７４田神戸市北区

道場町塩田

字灯篭ノ下

７３８－３
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令和５年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市西区

櫨谷町

二星　豊彦１，５１１

　

田神戸市西区

櫨谷町松本

字小田１０４１

神戸市西区

押部谷町

奥井　重柾

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

５，５００

円

令和５年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

櫨谷町

川原上　一

郎

５００田神戸市西区

櫨谷町松本

字才ノ木

９４８－２

神戸市西区

櫨谷町

二星　豊彦

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

２０，０００

円

令和５年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

神出町

神戸市西区

神出町

西馬　昭代

佐野　かお

り

２，２１０

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字道南３８１５

神戸市西区

井吹台東町

芦田　賢太

郎

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

１５，５７０

円

令和５年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

竜が岡

竹内　千香

子

１，５５７

　

田神戸市西区

岩岡町古郷

字北場７５１

神戸市西区

岩岡町

碓永　由幸

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全量

を甲の住所

へ持参する。

玄米５１㎏令和５年

１２月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権大阪府豊中

市刀根山

矢引　真由

美

１，２５６

　

田神戸市北区

道場町日下

部字川ノ上

４３５－１

神戸市北区

道場町

樋口　清

玄米９㎏２０１田神戸市北区

道場町日下

部字川ノ上

４３５－２

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

１３，７００

円

令和７年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

櫨谷町

石井　美惠

子

１，９３５

　

田神戸市西区

櫨谷町菅野

字野手１２２７

－１

神戸市西区

櫨谷町

加藤　誠身

２，５００

円

３４８田神戸市西区

櫨谷町菅野

字野手１２２７

－２

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

１３，９２０

円

令和７年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

岩岡町

木下　勉１，３９２

　

田神戸市西区

平野町宮前

字上松１０７

神戸市西区

平野町

戸田　敏雄

１４，５２０

円

１，４５２

　

田神戸市西区

平野町宮前

字下辻石

１７５

令和７年

３月３１日

本公告の

日

普通畑とし

て利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市垂水

区名谷町

森田　卓１，１９７

　

畑神戸市西区

神出町南字

谷ノ上９

神戸市西区

神出町

坊池　正

令和７年

３月３１日

本公告の

日

普通畑とし

て利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市須磨

区関守町

森田　正人５１０畑神戸市西区

神出町南字

谷ノ上１０

神戸市西区

神出町

坊池　正

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の指

１３，５００

円

令和７年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

竜が岡

小泉　和男２，１５２

の内

１，０００

田神戸市西区

岩岡町古郷

字福吉３８１

神戸市兵庫

区塚本通

藤澤　潡久
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定する預金

口座へ振り

込む。

令和１２年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市西区

押部谷町

藤本　智１，１３０

　

田神戸市西区

押部谷町和

田字山ノ下

３６９

神戸市須磨

区潮見台町

田路　裕彦

令和１２年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市須磨

区北落合

三木市自由

が丘本町

中島　正

中島　幸子

２，３５９

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字中場三軒

屋３４９０

神戸市西区

岩岡町

有限会社上

岩岡農芸

代表取締役

敦見　昌弘

２１６田神戸市西区

神出町宝勢

字中場三軒

屋３５１６

令和１３年

３月３１日

本公告の

日

普通畑とし

て利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市西区

櫨谷町

山﨑　良彰７００畑神戸市西区

櫨谷町菅野

字北山６３７

神戸市東灘

区向洋町

北井　友子

１１５畑神戸市西区

櫨谷町菅野

字北山６９７

－２

９７１畑神戸市西区

櫨谷町菅野

字北山７０１

－２

水田として

利用

５６８田神戸市西区

櫨谷町菅野

字野手１２３０

－１

１，３０５

　

田神戸市西区

櫨谷町菅野

字野手１２３１

２３０田神戸市西区

櫨谷町菅野

字野手１２３２

－３

普通畑とし

て利用

１，５６６

　

畑神戸市西区

櫨谷町菅野

字野手１２３５

水田として

利用

２，３２５

　

田神戸市西区

櫨谷町菅野

字北山１２７８

普通畑とし

て利用

７６９畑神戸市西区

櫨谷町菅野

字北山１２７９

水田として

利用

２，３０９

　

田神戸市西区

櫨谷町菅野

字北山１２８０

普通畑とし

て利用

２８８

の内

１９０

畑神戸市西区

櫨谷町菅野

字北山１２８３

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

４，３２４

円

令和１２年

６月３０日

令和２年

６月３０日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

平野町

藤田　真世８５３田神戸市西区

平野町中津

字西浦２４０

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗

１５，６７６

円

３，０９１

　

田神戸市西区

平野町中津

字橋爪１４３



１７４５

―――――――――――――――――

神戸市公告第２９３号

　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１項の規定に基づき，神

戸農業振興地域整備計画を変更したので，同条第４項において準用する同法第１２条第１項の規

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

１２，２１０

円

令和１２年

６月３０日

令和２年

６月３０日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

神出町

穴田　健雄１，２２１

　

田神戸市西区

神出町廣谷

字北岡５９７

－４

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
２０，６１０

円

２，０６１

　

田神戸市西区

神出町廣谷

字北岡５９８

１３，０５０

円

１，３０５

　

田神戸市西区

神出町廣谷

字北岡６０８

－２

１６，３３０

円

１，６３３

　

田神戸市西区

神出町廣谷

字北岡６０９

６，７２０

円

６７２田神戸市西区

神出町廣谷

字北岡６１２

－１

１４，６００

円

１，４６０

　

田神戸市西区

神出町廣谷

字北岡１１２７

８，４４０

円

８４４田神戸市西区

神出町廣谷

字中通５４９

９，３１０

円

９３１田神戸市西区

神出町廣谷

字赤坂１１０５

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

１５，５４０

円

令和１２年

６月３０日

令和２年

６月３０日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

上新地

櫻井　義洋１，５５４

　

田神戸市西区

岩岡町古郷

字福吉３４６

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗

１０，７１０

円

１，０７１

　

田神戸市西区

岩岡町野中

字福吉３３６

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

６，０００

円

令和１２年

６月３０日

令和２年

６月３０日

水田として

利用

賃借権明石市大久

保町

田中　茂９０７田神戸市西区

岩岡町岩岡

字大窪山

６０４

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

２７，４６０

円

令和１２年

６月３０日

令和２年

６月３０日

水田として

利用

賃借権神奈川県相

模原市南区

上鶴間

沼田　英俊２，７４６

　

田神戸市西区

岩岡町古郷

字西場２９０９

－１

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
１２，２７０

円

１，２２７

　

田神戸市西区

岩岡町古郷

字西場２９４７

１８，０９０

円

１，８０９

　

田神戸市西区

岩岡町古郷

字西場３０５５



定により，同法第１１条第２項に基づき提出のあった意見書の要旨及び処理結果とともに公告し

ます。

　なお，当該変更後の神戸農業振興地域整備計画書は，神戸市経済観光局農政計画課において

縦覧に供します。

　　令和２年６月２５日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

　　意見書の要旨

　　　意見書の提出なし

―――――――――――――――――

神戸市公告第３０２号

　都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第４６条第１項に基づき都市再生整備計画を作成

したので，同法第４６条第１９項の規定により都市再生整備計画（下記に示す地区）を神戸市中央

区浜辺通２丁目１番３０号　三宮国際ビル６階　神戸市都市局指導課において公衆の縦覧に供し

ます。

　　令和２年７月７日

　　　　   神戸市　　　　　　　　　　　　　　

　    代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

記

  神戸都心・ウォーターフロント地区（第２期）（第１回変更）

  神戸桜の宮周辺地区（第１回変更）

  神戸ハーバーランド地区（第２期）（第３回変更）

―――――――――――――――――

神戸市公告第３０３号

　神戸市市民公園条例（昭和５１年４月条例第１６号）第２７条第１項の規定により，次のとおり市

民の木に指定したので，同条３項の規定により公告します。

　　令和２年７月７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　市民の木に指定した樹木

２　指定の年月日

　　令和２年７月７日

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１７４６

樹　　種所　在　地指定番号

アカマツ　１本
神戸市東灘区住吉本町３丁目１０番２６号

（庚申塚上）
５６



１７４７

―――――――――――――――――

　

神戸市公告第３０４号

　総合評価落札方式一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年７月７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

２　担当部局

　　〒６５１－００８４　神戸市中央区磯辺通３丁目１番７号　コンコルディア神戸４階

　　① 神戸市建設局道路管理課

　　ＴＥＬ　０７８－５９５－６３８３，ＦＡＸ　０７８－５９５－６３７９

　　② 神戸市建設局道路工務課

　　ＴＥＬ　０７８－５９５－６４２３，ＦＡＸ　０７８－５９５－６４１９

３　入札手続の種類

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

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

　合評価落札方式を採用します。

４　競争入札参加資格

　　次に掲げる条件をすべて満たすこととします。

　⑴　地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

　⑵　令和１，２年度神戸市入札参加資格（工事請負または物品等）を有すること。

　⑶　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく

　　更生手続き又は再生手続きを行っている者でないこと。

　⑷　入札参加資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日までの間に，神戸市指

　　名停止基準要綱に基づく指名停止を受けていないこと。

　⑸　神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けていない

　　こと。

　⑹　政令指定都市規模以上の団体（国土交通省，都道府県など）において，路面下空洞調査

　　業務の実績を有する者であること（特別区を含む）。

５　総合評価に関する事項

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

　　　価格点＝（１－入札価格／予定価格）×価格点に配分された得点の満点（価格点は，小

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

令和２年度路面下空洞調査業務委 託 名

　本業務は，神戸市の管理する道路において，安全・円滑な交通を確保するた

めの道路の維持管理に資することを目的に，路面下の空洞状況を調査し，把握

するものです。

業務概要

神戸市一円履行場所

契約締結の翌日から令和３年１月２９日まで履行期間



　　　数点第１位を四捨五入するものとします。）なお，価格点に配分された得点の満点は２０

　　　点とします。

　⑵　技術などに対する得点（以下「技術点」という。）については，入札説明書の「１９落札

　　者決定基準」に従い，評価し得点を与えるものとします。

　　技術点＝（技術評価の得点合計／技術評価の配点合計）×技術点に配分された得点の満点

　　（技術点は，小数点第１位を四捨五入するものとする。）なお，技術点に配分された得点

　　の満点は６０点とします。

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

　　もって行います。総合評価点＝価格点＋技術点（価格点：技術点　１：３）

６　参加表明書，入札説明書，仕様書などの交付の期間および方法

　⑴　交付期間

　　　令和２年７月７日（火曜）から８月２１日（金曜）

　　　配布の際の受付時間は，土曜，日曜，祝日を除く９時から１２時，１３時から１７時までとし

　　ます。

　⑵　交付方法

　　　神戸市ホームページへ掲載するほか，２担当部局（②建設局道路工務課）で配布します。

　　　担当部局での配布は，土曜・日曜・祝日を除く９時～１２時，１３時～１７時までとします。

７　入札参加者に必要な資格の審査など

　　この入札に参加する者に必要な書類などは下記のとおりとし，提出期限，方法および審査

　の結果の通知方法などについては，入札説明書によります。

　　① 参加表明書

　　② 技術提案書

　　③ 入札書および業務内訳書

　　④ その他必要書類（以下，①～④を総じて「提案書等」という。）

８　提案書等の提出期限日および方法

９　開札予定日時および方法

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１７４８

令和２年８月２１日（金曜）１７時まで日　　時

〒６５１－００８４　神戸市中央区磯辺通３丁目１番７号　コンコルディア神戸４階

　　神戸市建設局道路工務課
提出場所

⑴　持参して行うこととし，郵送および電送（ＦＡＸ，電子メール等）による

　ものは認めません。入札代理人が持参する場合は，別途委任状を提出して下

　さい。提出部数は１部とし，土曜・日曜・祝日を除く９時～１２時，１３時～１７

　時までに提出して下さい。

⑵　入札書および業務費内訳書（以下，「内訳書」という。）は一つの封筒に入

　れ，入札書に押印した印鑑と同じ印で封印し，提出して下さい。封筒には委

　託業務名，入札書在中，並びに入札者名を記載して下さい。

⑶　参加表明書，技術提案書およびその他必要書類については，⑵の封筒とは

　別の封筒とし，封筒には委託業務名，入札者名を記載し，提出して下さい。

方　　法



１７４９

１０　落札者の決定方法

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

　　ア　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　イ　評価項目のうち「必須とする評価項目」については，入札説明書　の「１９落札者決定

　　　基準」に示す最低限の要求要件（「必須の要求要件」という。）を全て満たしているこ

　　　と。（なお，必須の要求要件を満たしていないもの（記載がない場合を含む。）は失格

　　　として取扱います。）　

　⑵　総合評価点が最も高い者が２者以上あるときは，技術点の高い者を落札者とします。こ

　　の場合において，技術点および価格点ともに同点である者が２者以上あるときは，入札価

　　格が低い方を落札者とし，入札価格も同額である場合は，くじにより落札者を定めるもの

　　とします。（くじの日時および場所については，別途指示します。）　

　⑶　入札説明書に基づかない提案書等については，評価の対象とせず失格とする場合があり

　　ます。

　⑷　当該業務は，最低制限価格を設定するものであり，最低制限価格を下回る価格での入札

　　は失格とします。

１１　入札保証金

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

　定により免除します。

１２　入札の無効

　⑴　神戸市契約規則第１２条各号に該当するとき。

　⑵　一つの入札者が複数の入札を行ったと認められるときは，いったん開札して確認のうえ，

　　すべての入札書を無効とします。　

　⑶　「８提案書等の提出期限日および方法」の方法によらないで提出された提案書等（期限

　　までに到達しなかった場合を含む。）は，これを無効とします。　

　⑷　提案書等に虚偽の記載をした者の入札は無効とし，無効の入札を行った者を落札者とし

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

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

　　くなった場合は，競争入札参加資格のない者に該当するものとします。　

　⑸　内訳書を確認し，記載すべき重要事項が欠けている，内訳書の合計価格と入札価格が異

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

令和２年９月１４日（月曜）１５時（予定）日　　時

〒６５１－００８４　神戸市中央区磯辺通３丁目１番７号　コンコルディア神戸５階

　　神戸市建設局　会議室
場　　所

⑴　入札書は，上記の日時，場所において開札し，内訳書は入札書の開札後に

　全ての入札者について確認を行うものとします。この場合において，入札者

　が開札に立ち会わないときは，当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせ

　るものとします。

⑵　提出した入札書および内訳書は，追加，訂正，差替えまたは撤回をするこ

　とができません。また，提出した提案書等についても，追加，訂正，差替え

　または撤回をすることができません。

方　　法



　　なる場合など，業務を確実に履行することができないと認められるときは，当該入札は無

　　効とします。内訳書が添付されていない場合（⑷の規定により無効となった場合を含 

　　む。）も，当該入札を無効とします。

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

　　を無効とします。　

　⑺　入札を無効とした場合，提案書等は返却しないものとします。

―――――――――――――――――

神戸市公告第３０５号

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

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

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

す。

　　令和２年７月７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造　

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　介護保険システム運用保守業務一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市福祉局介護保険課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月１日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社日立製作所　神戸支店

　　　　支店長　本田　正昭

　　神戸市中央区雲井通７丁目１番１号

５　随意契約に係る契約金額

　　１３８，８１１，２００円

６　契約の相手方を決定した手続

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

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由

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

　るため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第３０６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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１７５０



１７５１

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

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

す。

　　令和２年７月７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造　

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　第８期制度改正に伴う新介護保険システム改修業務一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市福祉局介護保険課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月１日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社日立製作所　神戸支店

　　　　支店長　本田　正昭

　　神戸市中央区雲井通７丁目１番１号

５　随意契約に係る契約金額

　　７７，６５１，２００円

６　契約の相手方を決定した手続

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

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由

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

　るため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第３０７号

　当該開発区域（工区）の全部について当該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項の規定により次のとおり公告します。

　　令和２年７月７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

　　神戸市北区道場町塩田字縄手東７８９番１

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市北区八多町中７６８番地　セリエコート２０２号

　　橋本　傑

　　橋本　紗衣

３　許可番号

　　令和元年１０月２９日　第６９８９号

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号



  水  道  局  

　神戸市水道局会計年度任用職員の給与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６月２４日

　　　神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

神戸市水道管理規程第９号

　　　神戸市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

　神戸市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程（令和２年３月水道管理規程第３０号）の

一部を次のように改正する。

　第７条第１項第４号中「第１８号，第２０号」を「第１８号から第２１号まで」に改める。

　　　附　則

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

任用職員の給与に関する規程の規定は，令和２年４月１日から適用する。

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第４４号

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

　　令和２年６月２４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７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１７５２

中央（大日通他）配水管取替工事工 事 名

神戸市中央区大日通１～４丁目，割塚通１～３丁目工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和３年１０月２９日まで

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限

管布設延長：φ７５－４．５ｍ，φ１００－１２．１ｍ，φ１５０－５４３．１ｍ，φ２００－１２．３ｍ，

　　　　　　φ３００－５４３．３ｍ，φ５００－０．９ｍ，φ７５（給）－２．５ｍ，

管撤去延長：φ７５－８０．２ｍ，φ１００－１８．５ｍ，φ１５０－８４．０ｍ，φ２００－６９．２ｍ，

　　　　　　φ３００－３５８．６ｍ，φ５００－０．９ｍ，φ７５（給）－２．５ｍ，

工事概要



１７５３

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

　水道管開削工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成２１年

度以降に完成させた施工実績があること。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

　ただし，等級が土木Ａ又はＢ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１，０８０点以上のものは施工実績の提出

は不要とする。

施行実績

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式で

　ある場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合に

その他

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行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７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１７５４

　は「受付最終日」と読み替えること。

令和２年６月２４日（水）～７月７日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月９日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月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



１７５５

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４５号

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

　　令和２年６月１９日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５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

六甲特３高層配水場土砂災害対策工事工 事 名

神戸市灘区水車新田字滝の上１３４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２年１２月２５日

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限

立入防止柵撤去・復旧工　４１．３ｍ，

落石防護柵撤去・復旧工　４４．４ｍ，植栽撤去工１式，

崩壊土砂防止柵工（Ｈ＝４．０ｍ）　２２．０ｍ，

落石防護柵工（Ｈ＝２．０ｍ）　２１．０ｍ，地質調査１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「法面処理」を登録業登録業種



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７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１７５６

種としていること（希望順位は問わない）。

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式で

　ある場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合に

　は「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年６月１９日（金）～６月２６日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

　第１日目　令和２年６月２９日（月）午前９時～午後８時日 時



１７５７

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４８号

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

　　令和２年６月２４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７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

　第２日目　令和２年６月３０日（火）午前９時～午後３時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月１日（水）午前１０時３０分日　　時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

鶴甲特２ポンプ場六甲特３送水ポンプ盤他更新工事工 事 名

神戸市灘区鶴甲４丁目５－４　鶴甲特２ポンプ場工事場所



２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１７５８

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　上水道施設において，ポンプ制御設備（自社で製作したポンプ制御盤

を用いたものに限る）の新設又は更新において，平成１７年度以降に元請

として完成させた施工実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

その他

神戸市灘区鶴甲４丁目５－４　鶴甲特２高層配水池

令和３年３月２６日完成期限

本工事は，鶴甲特２ポンプ場の六甲特３送水ポンプ設備の更新工事（別途工事）

に伴い，関連する送水ポンプ制御設備及び計装設備を更新するもので，必要な

機器を製作し，納入，据付，配線，撤去作業及び試験調整等の全てを含むもの

である。試験調整等は安定した実動作に至るまでの諸作業を含むものとする。

なお，受電盤，計測器盤，送水ポンプ盤，ポンプ機側盤については自社製作品

に限る。

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



１７５９

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。

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号

令和２年６月２４日（水）～７月３日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月７日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月８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

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式で

　ある場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合に

　は「受付最終日」と読み替えること。



　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

令和２年７月７日   神  戸  市  公  報   第３６６５号１７６０

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


