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公      告

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（兵庫ふ頭他公共上屋止水板他改修

　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（ポートアイランド３号上屋付属ト

　イレ改修工事） ［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（本庄中学校他４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（千代が丘小学校受変電設備改修工

　事）  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（神陵台５丁目地区他汚水管改良工

　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（中央図書館空気調和設備他改修工

　事）  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（旧アメリカ領事館官舎耐震補強他

　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（東川崎町緊急対策排水施設築造工

　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（筒井台中学校他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（八多連絡所耐震改修及び外壁改修

　他工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（埋蔵文化財センター中央監視装置

　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（王子動物園休憩所解体工事）

  ［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　本場１系返送汚泥ポ

　ンプ他機械設備工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（西出高松前池線（南駒栄）電線共

　同溝整備工事その１）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（宮本小学校外壁改修他工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽技術提案型（ＡⅡ型）総合評価落札方式一

　般競争入札による契約の締結（神戸駅周辺

　地区浸水対策事業）

 　　［建設局下水道部経営管理課］

▽緑地協定の認可及びその写しの供覧（マス

　ターズマンション神戸学園都市中楽坊　緑

　地協定） ［建設局公園部計画課］

▽開発行為に関する工事の完了（東灘区岡本

　三丁目） 　　　［都市局指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（垂水区五色

　山１丁目　） 　　　［都市局指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（中央区琴ノ

　緒町３丁目） 　　　［都市局指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（垂水区学が

　丘６丁目） 　　　［都市局指導課］

　

水   道   局

▽神戸市指定給水装置工事事業者の指定

  　　　［水道局配水課］

▽神戸市指定給水装置工事事業者の廃止

   　［水道局配水課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（東灘（御影２丁目他）配水管取替

　工事）   　［水道局配水課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（口径２０亜水道メーター（新調

　品）購入その２）　［水道局西部センター］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（口径２０亜水道メーター（修理

　品）その２） ［水道局西部センター］

交   通   局

▽交通局職員の勤務時間，休日及び休暇に関

　する規程及び神戸市交通局会計年度任用職

　員の勤務時間，休暇等に関する規程の一部

　を改正する規程  　［交通局職員課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（西神変電所・駅電気室他更新工事）

   　［交通局総務課］

▽特定調達契約に係る落札者の決定（神戸市

　高速鉄道駅舎清掃業務その１　一式）

   　［交通局総務課］

▽特定調達契約に係る随意契約の相手方の決

　定（神戸市高速鉄道駅舎清掃業務その２　

　一式）   　［交通局総務課］

▽特定調達契約に係る落札者の決定（神戸市

　高速鉄道駅舎清掃業務その３　一式）

   　［交通局総務課］
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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（西神・山手線　レール溶接他工事

　（令和２年度））  　［交通局総務課］

人 事 委 員 会 

▽神戸市職員の初任給，昇給等の基準に関す

　る規則等の一部を改正する規則

 　　　［人事委員会事務局任用課］

▽神戸市職員の勤務時間，休暇等に関する条

　例の施行規則の一部を改正する規則

 　　　［人事委員会事務局調査課］

市 会 事 務 局 

▽神戸市会政務活動費の収支報告書等の閲覧

　に関する規程の特例に関する規程

 　　　　［市会事務局政策調査課］

訂      正

▽平成２９年５月３０日付神戸市公報第３５０９号中

 　　　［人事委員会事務局任用課］
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  条     例  

　神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例をここに公布する。

　　令和２年６月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第１０号

　　　神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例

目次

　第１章　総則（第１条―第６条）

　第２章　適正処理の原則（第７条）

　第３章　特定事業の許可等（第８条―第３１条）

　第４章　保証金の預託（第３２条―第３４条）

　第５章　土地所有者の責務（第３５条・第３６条）

　第６章　土砂搬入禁止区域（第３７条―第３９条）

　第７章　雑則（第４０条―第４３条）

　第８章　罰則（第４４条―第４７条）

　附則

　　　第１章　総則

　（目的）

第１条　この条例は，市民の生活環境及び自然環境の保全上の支障を生じさせ，又は災害を発

　生させるおそれのある土砂等の不適正な処理の防止について必要な事項を定めることにより，

　市民の生活環境及び自然環境の保全を図るとともに，市民の生活の安全を確保することを目

　的とする。

　（定義）

第２条　この条例において「土砂埋立て等」とは，土砂等（土砂及びこれに混入した物をいう。

　以下同じ。）による埋立て，盛土その他の土地へのたい積を行う行為（製品の製造若しくは

　加工のための原材料又は試験若しくは検査等のための試料のたい積を行う行為を除く。）を

　いう。

２　この条例において「特定事業」とは，土砂埋立て等の用に供する区域（宅地造成その他事

　業の工程の一部において土砂埋立て等が行われる場合であって，当該事業を行う区域内の土

　壌から採取された土砂等を当該事業のために使用するものであるときは，当該事業を行う区

　域。以下同じ。）以外の場所から採取された土砂等による土砂埋立て等を行う事業であって，

　土砂埋立て等の用に供する区域の面積が１，０００平方メ－トル以上であり，かつ，土砂埋立て

　等の用に供する区域における土砂埋立て等を行う前の地盤面の最も低い地点と土砂埋立て等

　によって生じた地盤面の最も高い地点との垂直距離が１メートルを超えるものをいう。ただ

　し，土砂埋立て等を現に行っているとき又は行った後１年以内に，当該土砂埋立て等の用に

　供した区域に隣接又は近接する土地において，次に掲げる土砂埋立て等を行い，又は行った

　ときは，これらの土砂埋立て等を一の事業とみなしてこの項本文の規定を適用するものとす

　る。
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　⑴　当該土砂埋立て等を行い，又は行った者と同一の者が，土砂埋立て等を行い，又は行っ

　　たとき。

　⑵　当該土砂埋立て等の用に供した区域の土地所有者と当該隣接又は近接する土地所有者が

　　同一である場合であって，当該土砂埋立て等を行い，又は行った者とは別の者が，土砂埋

　　立て等を行い，又は行ったとき。

３　この条例において「廃棄物」とは，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第

　１３７号）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。

　（市の責務）

第３条　市は，この条例その他関係法令に基づく権限を的確に行使するとともに，土砂等の不

　適正な処理を防止するため，市民及び関係機関と連携した監視体制の強化その他の施策を講

　ずるものとする。

　（土砂埋立て等の事業を行う者の責務）

第４条　土砂埋立て等の事業を行う者が土砂埋立て等を行うときは，土砂埋立て等の用に供す

　る区域の周辺地域の住民の理解を得るよう努めなければならない。

２　土砂埋立て等の事業を行う者が土砂埋立て等を行うときは，土砂等の適正な処理を行うと

　ともに，市が実施する土砂等の不適正な処理の防止に関する施策に協力しなければならない。

　（土地所有者の責務）

第５条　土地所有者は，土砂埋立て等の事業を行う者に土地を使用させるときは，当該土地に

　おいて土砂等の不適正な処理が行われないよう配慮するとともに，土砂等の不適正な処理を

　行うおそれがある者に対して，当該土地を使用させることのないようにしなければならない。

２　土地所有者は，その所有する土地において，土砂等の不適正な処理が行われていることを

　知ったときは，自ら周辺地域の生活環境及び自然環境の保全並びに生活の安全の確保のため

　に必要な措置を講じなければならない。

３　土地所有者は，市が実施する土砂等の不適正な処理の防止に関する施策に協力しなければ

　ならない。

　（市民の責務）

第６条　市民は，自ら地域の生活環境及び自然環境を保全し，並びに生活の安全を確保するた

　め，地域において土砂等の不適正な処理が行われないよう配慮するとともに，土砂等の不適

　正な処理が行われていることを知ったときは，速やかにその旨を市又は関係機関に通報する

　よう努めなければならない。

２　市民は，市が実施する土砂等の不適正な処理の防止に関する施策に協力するよう努めなけ

　ればならない。

　　　第２章　適正処理の原則

　（土壌安全基準に適合しない土砂埋立て等の禁止）

第７条　土砂埋立て等の事業を行う者は，人の健康を保護し，並びに生活環境及び自然環境を

　保全する上で維持することが必要なものとして規則で定める土壌の安全に関する基準（以下

　「土壌安全基準」という。）に適合しない土砂等を使用して，土砂埋立て等（生活環境の保

　全上必要な措置が図られているものとして規則で定める土砂埋立て等を除く。以下この条に

　おいて同じ。）を行ってはならない。

２　市長は，土砂埋立て等に土壌安全基準に適合しない土砂等が使用されているおそれがある
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　と認めるときは，土砂埋立て等の事業を行う者に対し，直ちに，当該土砂埋立て等を停止し，

　当該土砂埋立て等が行われた場所の土壌の汚染調査及び当該場所以外の地域への排水の水質

　調査を行うべきことを命ずることができる。

３　前項の規定により調査を行った土砂埋立て等の事業を行う者は，当該調査の結果を市長に

　報告しなければならない。

４　市長は，土砂埋立て等に土壌安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認し

　たときは，土砂埋立て等の事業を行う者に対し，現状を保全し，又は相当の期限を定めて生

　活環境及び自然環境の保全上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

　　　第３章　特定事業の許可等

　（特定事業の許可）

第８条　特定事業を行おうとする者は，あらかじめ，市長の許可を受けなければならない。た

　だし，当該特定事業が次に掲げる事業である場合にあっては，この限りでない。

　⑴　国，地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う規則で定める事業

　⑵　災害復旧のために必要な応急措置として行う事業

　⑶　前２号に掲げるもののほか，規則で定める事業

　（事前協議）

第９条　前条の許可を受けようとする者は，あらかじめ，規則で定めるところにより，特定事

　業の計画に関する書類を提出し，当該特定事業の計画について市長と協議しなければならな

　い。

２　市長は，前項に規定する協議において，前条の許可を受けようとする者に対し，生活環境

　及び自然環境の保全上必要な助言及び指導を行うことができる。

　（説明会等の開催）

第１０条　第８条の許可を受けようとする者は，第１２条の許可の申請を行うまでに，特定事業の

　計画内容その他規則で定める事項を周知させるため，規則で定める周辺地域の住民等に対し，

　説明会を開催しなければならない。ただし，説明会の開催により難い場合であって，市長が

　認めるときは，訪問等別の方法により説明することができる。

２　第８条の許可を受けようとする者は，前項に規定する説明会又は別の方法による説明（以

　下「説明会等」という。）が終了したときは，規則で定めるところにより，当該説明会等に

　関する報告書を市長に提出しなければならない。

　（土地所有者の同意）

第１１条　第８条の許可を受けようとする者は，あらかじめ，規則で定める書面により，特定事

　業を行うことについて，当該特定事業の事業区域内の土地所有者の同意を得なければならな

　い。ただし，第８条の許可を受けようとする者と土地所有者が同一である場合にあっては，

　この限りでない。

２　前項の規定による同意をした土地所有者は，前項の特定事業の事業区域内の土地所有者の

　変更があったときは，第８条の許可を受けようとする者又は第８条の許可を受けた者に対し

　当該変更後の土地所有者の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。

３　第８条の許可を受けようとする者又は第８条の許可を受けた者は，規則で定める書面によ

　り，特定事業を行うことについて，前項の変更後の土地所有者の同意を取得し，当該書面を

　市長に届け出なければならない。
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１７６７

　（許可の申請）

第１２条　第８条の許可を受けようとする者は，次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書

　に，特定事業の事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他規則で定める書類並びに図面

　を添付して，市長に提出しなければならない。

　⑴　氏名及び住所（法人にあっては，その名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

　⑵　現場責任者（特定事業を行う現場での責任者をいう。以下同じ。）の氏名及び住所

　⑶　特定事業の事業区域の位置及び面積

　⑷　事務所その他特定事業の用に供する施設の設置計画及び位置

　⑸　特定事業に使用される土砂等の量

　⑹　特定事業の期間

　⑺　特定事業に使用される土砂等の主な採取場所並びに搬入及び搬出の計画

　⑻　廃棄物の土砂等への混入を防止するために講ずる措置

　⑼　土壌安全基準に適合しない土砂等の使用を防止するために講ずる措置

　⑽　特定事業が行われている間において，当該事業区域以外の地域への排水の汚染状態を測

　　定するために講ずる措置

　⑾　特定事業が行われている間において，当該事業区域内から発生する粉じん，騒音及び振

　　動を防止するために講ずる措置

　⑿　特定事業が行われている間において，当該事業区域以外の地域への当該特定事業に使用

　　された土砂等の流出又は崩落による災害の発生を防止するために講ずる措置

　⒀　特定事業が完了した場合の当該事業区域の構造（他の場所への搬出を目的として土砂埋

　　立て等を行う特定事業（以下「一時たい積事業」という。）にあっては，一時たい積事業

　　が行われている間の事業区域の構造）

　⒁　特定事業の施工中及び施工後の当該事業区域とその周辺の地域の景観において，自然環

　　境との調和を図るために講ずる措置

　（申請の制限）

第１３条　市長は，第８条の許可を受けようとする者が第９条第１項の書類を提出した日の翌日

　から起算して１年を経過する日までに，当該事業に係る前条の規定による許可の申請を行わ

　なかったときは，第９条第１項の規定による協議を行わなかったものとみなす。

２　第８条の許可を受けようとする者は，特定事業に係る事業期間が５年を超える場合（一時

　たい積事業にあっては，当該事業期間が１年を超える場合）は当該許可に係る申請をするこ

　とができないものとする。

　（環境影響調査の実施）

第１４条　第８条の許可を受けようとする者は，事業区域の一部又は全部が市街化調整区域であ

　る場合であって，規則で定める規模以上の特定事業を行うときは，当該特定事業が周辺地域

　の生活環境及び自然環境に及ぼす影響について，規則で定めるところにより調査及び予測を

　行い，その結果を記載した書類を第１２条の申請書に添付しなければならない。

２　前項の規定は，事業区域の拡大により新たに前項の規則で定める規模以上の特定事業に該

　当することとなった場合について準用する。

　（許可の基準）

第１５条　市長は，第１２条の規定による許可の申請内容が次の各号のいずれにも適合していると
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　認めるときでなければ，第８条の許可をしてはならない。

　⑴　第８条の許可を受けようとする者及び第１２条第２号の現場責任者が次のいずれにも該当

　　しないこと。

　　ア　第３０条第１項の規定により許可を取り消され，その取消しの日から５年を経過しない

　　　者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては，当該取消しの処分に係る

　　　神戸市行政手続条例（平成８年３月条例第４８号）第１４条第１項の規定による通知があっ

　　　た日前６０日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに

　　　準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる条件を有する者であるかを問わず，法人

　　　に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力

　　　を有するものと認められる者を含む。以下同じ。）であった者で当該取消しの日から５

　　　年を経過しない者を含む。）

　　イ　第４４条から第４６条までの規定により刑に処せられ，その執行を終わり，又はその執行

　　　を受けることがなくなった日から５年を経過しない者

　　ウ　暴力団員又は暴力団密接関係者（暴力団排除条例施行規則（平成２３年兵庫県公安委員

　　　会規則第２号）第２条各号に規定する者をいう。）

　　エ　特定事業の施工に関し，不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる

　　　相当の理由がある者

　　オ　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人（法定代理

　　　人が法人である場合にあっては，その役員を含む。）がアからエまでのいずれかに該当

　　　するもの

　　カ　法人であって，その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの

　　キ　ウに該当する者がその事業活動を支配する者

　⑵　第８条の許可を受けようとする者が，申請に係る特定事業を的確に，かつ，継続して行

　　うに足りる経理的基礎を有すること。

　⑶　第１１条第１項の同意（第１１条第２項の土地所有者の変更があった場合は，同条第３項の

　　同意を含む。）を得ていること。

　⑷　特定事業の施工を管理するための事務所を設置し，当該事務所に現場責任者を常駐させ

　　ること。ただし，一時たい積事業にあっては，この限りでない。

　⑸　廃棄物の土砂等への混入を防止するために，必要な措置が図られていること。

　⑹　土壌安全基準に適合しない土砂等の使用を防止するために，必要な措置が図られている

　　こと。

　⑺　特定事業が施工されている間において，事業区域以外の地域への排水の汚染状態を測定

　　するために，必要な措置が図られていること。

　⑻　特定事業が施工されている間において，事業区域及びその周辺における粉じん，騒音及

　　び振動を防止するために，必要な措置が図られていること。

　⑼　特定事業が施工されている間において，事業区域以外の地域への当該特定事業に使用さ

　　れた土砂等の流出又は崩落による災害の発生を防止するために，必要な措置が図られてい

　　ること。

　⑽　特定事業が完了した場合において，事業区域のうち土砂埋立て等に係る事業区域の構造

　　が，事業区域以外の地域への当該土砂等の流出又は崩落による災害の発生のおそれがない
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１７６９

　　ものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

　⑾　特定事業の施工中及び施工後の土地利用について，事業区域とその周辺地域の景観の調

　　和を図るために，必要な措置が図られていること。

　⑿　第３２条第１項の規定により保証金を預入しなければならない場合にあっては，同条第３

　　項の規定による手続を終えていること。

２　第１２条の規定による許可の申請が，規則で定める法令等に基づく許認可等を要する行為で

　ある場合であって，当該行為について，当該法令等により土砂等の流出又は崩落による災害

　の発生を防止するために必要な措置が図られている場合は，前項第９号及び第１０号の規定は，

　適用しない。

３　第１２条の規定による許可の申請が，規則で定める法令等に基づく許認可等を要する行為で

　ある場合であって，当該行為について，当該法令等により事業区域とその周辺地域の景観の

　調和を図るために必要な措置が図られている場合は，第１項第１１号の規定は，適用しない。

４　第１２条の規定による許可の申請が，一時たい積事業に係るものである場合にあっては，第

　１項第１０号及び第１１号の規定は，適用しない。

　（変更の許可等）

第１６条　第８条の許可を受けた者は，第１２条各号に掲げる事項を変更しようとするときは，市

　長の許可を受けなければならない。ただし，規則で定める軽微な変更をしようとするときは，

　この限りでない。

２　前項の許可を受けようとする者は，次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書に，規

　則で定める書類及び図面を添付して，市長に提出しなければならない。

　⑴　氏名及び住所（法人にあっては，その名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

　⑵　変更の内容及びその理由

　⑶　前２号に掲げるもののほか，規則で定める事項　

３　第８条の許可を受けた者は，第１項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは，規

　則で定めるところにより，遅滞なく，その旨を市長に届け出なければならない。

４　第１０条，第１１条，第１４条第１項及び前条の規定は，第１項の許可について準用する。

　（許可の条件）

第１７条　第８条の許可（前条第１項の許可を含む。以下この章において同じ。）には，条件を

　付することができる。この場合において，その条件は，当該許可を受けた者に不当な義務を

　課すものであってはならない。

　（土砂等の搬入の届出）

第１８条　第８条の許可を受けた者は，当該許可に係る特定事業の事業区域に土砂等を搬入しよ

　うとするときは，当該土砂等の採取場所ごとに，規則で定める届出書に当該土砂等が当該採

　取場所から採取された土砂等であることを証する書面として規則で定めるものを添付して市

　長に提出しなければならない。

２　前項の届出書には，前項に規定する書面のほか，搬入する土砂等が土壌安全基準に適合し

　ていることを証する書面として規則で定めるものを添付しなければならない。ただし，次の

　各号のいずれかに該当するときは，当該土砂等が土壌安全基準に適合していることを証する

　書面の添付を省略することができる。

　⑴　第８条第１号に規定する事業により発生した土砂等であるとき。
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　⑵　当該土砂等が採石法（昭和２５年法律第２９１号）又は砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）

　　に基づく認可を受けた岩石又は砂利の採取場から採取された岩石又は砂利であることを証

　　する書面として規則で定めるものを前項の書面に添付するとき。

　⑶　前２号に掲げるもののほか，当該土砂等に汚染のおそれがないと市長が認めるとき。

　（搬入搬出管理簿）

第１９条　第８条の許可を受けた者は，規則で定めるところにより，当該許可に係る事業区域ご

　とに搬入搬出管理簿を作成し，事業区域に係る土砂等の搬入及び搬出の状況等を記録し，事

　業完了の翌年度の初日から起算して５年間これを保存しなければならない。

　（標識の掲示等）

第２０条　第８条の許可を受けた者は，当該許可に係る特定事業の事業区域の見やすい場所に，

　当該特定事業が施工されている間，氏名又は名称，事業区域の位置及び面積その他規則で定

　める事項を記載した標識を掲げなければならない。

２　第８条の許可を受けた者は，当該許可に係る特定事業の事業区域と当該事業区域以外の地

　域との境界に，その境界を明らかにする表示を行わなければならない。

　（搬入土砂の検査及び報告）

第２１条　第８条の許可を受けた者は，当該許可を受けた特定事業の事業区域に土砂等を搬入し

　ようとするときは，規則で定める方法により，土砂等への廃棄物の混入又は付着の有無につ

　いて検査を行わなければならない。

２　第８条の許可を受けた者は，前項の規定により検査を行った結果，土砂等への廃棄物の混

　入又は土壌を汚染するおそれがある物の混入若しくは付着が認められるときは，当該土砂等

　を土砂埋立て等に供してはならない。

３　第８条の許可を受けた者は，第１項の検査の結果を，規則で定めるところにより，市長に

　報告しなければならない。

　（水質調査の実施及び報告）

第２２条　第８条の許可を受けた者は，当該事業期間中，規則で定めるところにより，特定事業

　の事業区域外への排水の水質調査を行い，その結果を市長に報告しなければならない。ただ

　し，当該特定事業が規則で定める事業である場合にあっては，この限りでない。

２　第８条の許可を受けた者は，特定事業の事業区域外への排水が規則で定める水質の基準 

　（以下「水質基準」という。）に適合していないことを確認したときは，直ちにその旨を市

　長に報告しなければならない。

３　前項に規定する場合において，第８条の許可を受けた者は，水質基準に適合していない原

　因の調査その他当該特定事業により生じ，又は生ずるおそれがあると認める生活環境及び自

　然環境の保全上の支障を除去するために必要な措置を講じなければならない。

　（申請書等の公開）

第２３条　第８条の許可を受けた者は，規則で定めるところにより，特定事業の実施状況に関す

　る書類を，インターネットの利用その他規則で定める方法により公開しなければならない。

　ただし，当該書類の内容のうち，個人情報であって規則で定めるものについては，当該部分

　を公開してはならない。

　（特定事業の廃止等）

第２４条　第８条の許可を受けた者は，当該許可に係る特定事業を廃止するときは，遅滞なく，
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　規則で定めるところにより，その旨を市長に届け出るとともに，第１１条第１項又は第３項 

　（第１６条第４項において準用する場合を含む。）の規定により当該特定事業に同意をした土

　地所有者に通知しなければならない。

２　第８条の許可を受けた者は，当該許可に係る特定事業を廃止するときは，規則で定めると

　ころにより，特定事業の事業区域外への排水の水質調査を行い，その結果を前項の規定によ

　る届出とあわせて，市長に報告しなければならない。

３　市長は，第１項の規定による届出及び前項の規定による水質調査の結果の報告があったと

　きは，遅滞なく，当該届出に係る特定事業が第１５条の規定（以下「第１５条の許可の基準」と

　いう。）に適合しているかどうかの確認及び水質基準に適合しているかどうかの確認を行い，

　当該届出をした者にその結果を通知するものとする。

４　前項の規定により，第１５条の許可の基準又は水質基準に適合していない旨の通知を受けた

　者は，当該特定事業に使用された土砂等の流出若しくは崩落による災害の発生の防止又は市

　民の生活環境及び自然環境の保全上の支障の除去に必要な措置を講じなければならない。

　（特定事業の完了等）

第２５条　前条の規定は，第８条の許可を受けた者が，当該許可に係る特定事業を完了する場合

　について準用する。

　（譲受け）

第２６条　第８条の許可を受けた者から当該許可に係る特定事業の全部を譲り受けようとする者

　は，規則で定める書類により，市長の許可を受けなければならない。

２　第９条から第１５条までの規定は，前項の許可について準用する。

３　第１項の許可を受けようとする者は，第３２条各項の規定による手続を新たに行わなければ

　ならない。この場合において，市長は，第１項の許可をしたときは，市と譲受け前の第８条

　の許可を受けた者との間で第３２条第３項の規定により締結した質権設定契約を解除するもの

　とする。

４　第１項の許可を受けて特定事業の全部を譲り受けた者は，第１項に規定する第８条の許可

　を受けた者のこの条例の規定による地位を承継する。

　（相続等）

第２７条　第８条の許可を受けた者について当該特定事業の全部を相続，合併又は分割（当該特

　定事業の許可に係る特定事業の全部を承継させるものに限る。）があったときは，相続人 

　（相続人が２人以上ある場合において，その全員の同意により承継すべき相続人を選定した

　ときは，その者），合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当

　該特定事業の許可に係る特定事業の全部を承継した法人は，その第８条の許可を受けた者の

　この条例の規定による地位を承継する。

２　前項の規定により第８条の許可を受けた者の地位を承継した者は，遅滞なく，規則で定め

　るところにより，その旨を市長に届け出るとともに，速やかに第１１条第１項の同意をした土

　地所有者に通知しなければならない。

　（改善勧告）

第２８条　市長は，適正な土砂埋立て等の実施を確保するため，第８条の許可を受けた者が，第

　１５条の許可の基準又は第１７条の許可の条件を遵守していないと認めるときは，相当の期限を

　定めて生活環境及び自然環境の保全上の支障を除去するため又は土砂等の流出若しくは崩落
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　による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

　（措置命令）

第２９条　市長は，特定事業に使用された土砂等の流出若しくは崩落による生活環境及び自然環

　境の保全上の支障の除去に必要な措置をし，又は災害の発生を防止するため緊急の必要があ

　ると認めるときは，第８条の許可を受けた者に対し，直ちに当該特定事業を停止し，生活環

　境及び自然環境の保全上の支障を除去するため，又は当該特定事業に使用された土砂等の流

　出若しくは崩落による災害の発生を防止するため，相当の期限を定めて必要な措置を講ずべ

　きことを命ずることができる。

２　市長は，第８条又は第１６条第１項の規定に違反して特定事業を行った者に対し，直ちに当

　該特定事業を停止し，当該特定事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し，又は

　土砂等の流出若しくは崩落による災害の発生を防止するため，相当の期限を定めて必要な措

　置を講ずべきことを命ずることができる。

３　市長は，第２２条第３項又は第２４条第４項（第２５条において準用する場合を含む。）に違反

　して特定事業を行った者に対し，直ちに当該特定事業を停止し，並びに相当の期限を定めて

　生活環境及び自然環境の保全上の必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

　（許可の取消し等）

第３０条　市長は，第８条の許可を受けた者が，次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，

　当該許可を取り消し，又は６月以内の期間を定めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずる

　ことができる。

　⑴　第７条第２項又は第４項の規定による命令に違反したとき。

　⑵　第７条第３項の規定による報告をしなかったとき。

　⑶　虚偽の申請その他不正な手段により第８条，第１６条第１項又は第２６条第１項の規定によ

　　る許可を受けたとき。

　⑷　第１５条の許可の基準に違反したとき。

　⑸　第１６条第１項又は第２６条第１項の規定により許可を受けなければならない事項を，これ

　　らの規定による許可を受けないで変更したとき。

　⑹　第１７条の許可の条件に違反したとき。

　⑺　第１８条第１項の規定による届出をしなかったとき。

　⑻　第１９条の規定に違反したとき。

　⑼　第２０条第１項の規定による標識を掲げなかったとき。

　⑽　第２１条第３項の規定による報告をしなかったとき。　

　⑾　第２２条第１項の規定による報告をしなかったとき。

　⑿　第２２条第２項の規定による報告をしなかったとき。

　⒀　第２８条の規定による勧告に違反したとき。

　⒁　前条各項の規定による措置命令に違反したとき。

　⒂　第４０条第１項の規定による報告をしなかったとき。

２　市長は，第８条の許可を受けた者が前項の規定による特定事業の停止の命令に従わないと

　きは，当該許可を取り消すことができる。

３　市長は，前２項の規定により第８条の許可の取消しを受けた者（当該取消しに係る特定事

　業について前条各項の規定による命令を受けた者を除く。）に対し，当該取消しに係る市民
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　の生活環境及び自然環境の保全上の支障を除去するため，又は特定事業に使用された土砂等

　の流出若しくは崩落による災害の発生を防止するため，相当の期限を定めて必要な措置を講

　ずべきことを命ずることができる。

　（関係書類等の保存）

第３１条　第８条の許可を受けた者は，当該許可を受けた特定事業について第２４条第１項の規定

　による廃止の届出若しくは第２５条において準用する第２４条第１項の規定による届出をした日

　又は前条第１項の規定による第８条の許可の取消しの通知を受けた日から５年間，当該特定

　事業に関し，この条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写しを保存しなければな

　らない。

　　　第４章　保証金の預託

　（保証金の預託）

第３２条　第８条の許可を受けようとする者は，特定事業の適正な履行を保証するため並びに事

　業区域及びその周辺地域における災害の発生の防止並びに生活環境及び自然環境の保全の確

　保等を保証するため，当該特定事業が規則で定める規模に該当するときは，市長と協議して

　定めた金融機関に保証金のための現金（以下「保証金｣という。）を定期預金により預入し

　なければならない。ただし，保証金を預入すべき者が，個人又は中小企業基本法（昭和３８年

　法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者である場合にあっては，規則で定める方

　法により，保証金を預入するものとする。

２　前項に規定する保証金の額は，事業区域に搬入する土砂等の量（以下「搬入土量」とい 

　う。）に１立方メートルあたり１，１００円を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数がある

　場合は，これを切り捨てる。）とする。

３　第１項の規定により保証金を預入した者は，当該保証金に係る預金債権について市を質権

　者とする質権を設定するため，市と質権設定契約を規則で定める書類により締結するととも

　に，当該質権の設定につき，市に対抗要件を備えさせなければならない。

４　前３項の規定は，搬入土量を増加することによって，新たに第１項に規定する規則で定め

　る規模の事業に該当するに至った場合及び既に規則で定める規模の事業を行っている場合で

　あって，新たに搬入土量を増加する場合に準用する。この場合において，第１項中「第８ 

　条」とあるのは，「第１６条」と読み替えるものとする。

　（保証金の使途）

第３３条　保証金は，前条の規定により保証金の預入を行った者が当該許可に係る特定事業を適

　正に行わなかったことにより，事業区域及びその周辺地域における生活環境及び自然環境の

　保全上支障が生じ，若しくは生ずるおそれがある場合，又は災害を発生させるおそれがある

　場合は，当該保証金を市が行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）第２条又は第３条第３項の

　規定により，生活環境及び自然環境の保全，又は災害の発生を防止するために講ずる措置に

　要する費用に充てることができる。

２　市，第８条の許可を受けた者及び土地所有者は，保証金を前項の費用に充てることを明ら

　かにするため，規則で定めるところにより協定を締結しなければならない。

３　市長は，第１項の措置を講じた場合において，保証金の額が当該措置に要した費用の額よ

　り少ないときは，その差額を第８条の許可を受けた者に負担させることができる。

４　前項の規定により負担させる費用の徴収については，行政代執行法の例によるものとする。
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　（質権設定契約の解除）

第３４条　市は，次の各号のいずれかに該当する場合であって，市民の生活環境及び自然環境の

　保全上の支障の除去をし，又は災害の発生を防止するための必要な措置が講じられていると

　認めるときは，第３２条第３項の規定による質権設定契約を解除するものとする。

　⑴　第２４条第１項の規定による特定事業の廃止の届出があった場合

　⑵　第２５条において準用する第２４条第１項の規定による特定事業の完了の届出があった場合

　⑶　第３０条第１項の規定による特定事業の許可の取消しを行った場合

２　市は，第１２条の規定による許可の申請に対して許可をしないこととしたとき又は第８条の

　許可を受けようとする者が第１２条の規定による許可の申請を取り下げたときは，第３２条第３

　項の規定により締結した質権設定契約を解除するものとする。

３　前２項の規定にかかわらず，市長が認めるときは，第３２条第３項の規定により締結した質

　権設定契約を解除することができる。

　　　第５章　土地所有者の責務

　（特定事業に係る土地所有者の義務）

第３５条　第１１条第１項又は第３項（第１６条第４項において準用する場合を含む。以下この条及

　び次条において同じ。）に規定する同意をした土地所有者は，特定事業が施工されている間，

　規則で定めるところにより定期的に当該土砂埋立て等の施工状況を確認しなければならない。

２　第１１条第１項又は第３項の規定により特定事業の実施について同意をした土地所有者は，

　前項の規定による確認の結果，第８条の許可又は第１６条第１項の変更の許可の内容と異なる

　土砂埋立て等が行われ，又は行われたおそれがあることを知ったときは，直ちに，第８条又

　は第１６条第１項の許可を受けた者に対して，当該特定事業の中止又は原状回復その他の必要

　な措置を講ずることを求めるとともに，速やかに市長にその旨を報告しなければならない。

３　第１１条第１項又は第３項の規定により特定事業の実施について同意をした土地所有者は，

　前２項に規定する場合のほか，特定事業の事業区域内で，土砂の崩落，飛散若しくは流出又

　は土壌安全基準に適合しないことにより，市民の生活環境及び自然環境の保全上の支障又は

　災害防止上の支障が生じ，又は生じるおそれがあることを知ったときは，速やかにその旨を

　市長に通報しなければならない。

　（特定事業に係る土地所有者に対する勧告及び命令）

第３６条　市長は，第２８条の規定による勧告又は第２９条各項若しくは第３０条第３項の規定による

　命令（特定事業の停止に係るものを除く。以下この条において「命令等」という。）をした

　にもかかわらず，当該命令等を受けた者が期限までにその命令等に係る措置を講じないとき

　は，当該命令等に係る特定事業について，第１１条第１項又は第３項の同意をした土地所有者

　であって次の各号のいずれかに該当する者に対し，当該命令等に係る必要な措置を講ずるよ

　う勧告することができる。

　⑴　前条第１項の規定による確認を怠った者

　⑵　前条第２項の規定による報告を怠った者

　⑶　前条第３項の規定による通報を怠った者

２　市長は，前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合であって，その者に

　対し前項の命令等に係る必要な措置を講じさせることが相当であると認めるときは，当該命

　令等に係る必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
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　　　第６章　土砂搬入禁止区域

　（土砂搬入禁止区域の指定）

第３７条　市長は，土砂埋立て等の区域（当該区域の面積が１，０００平方メートル未満のものを除

　く。）及びその周辺区域において，土砂埋立て等を継続することにより，人の生命，身体又

　は財産を害するおそれがあると認められる場合であって，この条例の目的を達成するために

　必要があると認めるときは，当該土砂埋立て等の区域及びその周辺区域を，６月以内の期間

　を定めて，土砂等の搬入を禁止する区域（以下「土砂搬入禁止区域」という。）として指定

　することができる。

２　市長は，前項の規定による指定をしたときは，規則で定めるところにより，その旨を公示

　するものとする。

３　第１項の規定による指定は，前項の規定による公示をもって効力を生ずる。

４　市長は，第１項の規定による土砂搬入禁止区域の指定の期間が満了する時点において，い

　まだ指定の事由がなくなっていないと認めるときは，当該指定に係る区域について，同項の

　規定により土砂搬入禁止区域として指定することができる。

５　市長は，第１項の規定による指定をしたときは，その職員に他人の占有する土地に立ち入

　り，土砂搬入禁止区域であることを明示する措置を講じさせることができる。

６　前項の規定により他人の占有する土地に立ち入る職員は，その身分を示す証明書を携帯し，

　関係人に提示しなければならない。

　（土砂等の搬入の禁止）

第３８条　何人も，土砂搬入禁止区域に土砂等を搬入してはならない。

　（土砂搬入禁止区域の解除）

第３９条　市長は，土砂搬入禁止区域の指定の事由がなくなったと認めるときは，当該土砂搬入

　禁止区域の指定を解除するものとする。

２　第３７条第２項及び第３項の規定は，前項の規定による指定の解除について準用する。

　　　第７章　雑則

　（報告の徴収）

第４０条　市長は，この条例の施行に必要な限度において，土砂埋立て等の事業を行う者に対し，

　土砂埋立て等について必要な事項の報告を求めることができる。

２　市長は，この条例の施行に必要な限度において，第１１条第１項又は第３項（第１６条第４項

　において準用する場合を含む。）に規定する同意をした土地所有者に対し，当該同意に係る

　特定事業について，第３５条第１項の規定による確認の状況その他必要な事項の報告を求める

　ことができる。

　（立入検査）

第４１条　市長は，この条例の施行に必要な限度において，その職員に，土砂埋立て等の事業を

　行う者の事務所，事業場又は土砂埋立て等に係る場所の土地若しくは建物に立ち入り，土砂

　埋立て等に関する帳簿書類その他の物件を検査させ，関係人に質問させ，測量させ，又は試

　験の用に供するのに必要な限度において土砂等若しくは排水を無償で収去させることができ

　る。

２　前項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係人に提示

　しなければならない。
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３　第１項の規定による立入検査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

　らない。

　（公表）

第４２条　市長は，土砂埋立て等の事業を行う者が，この条例に基づく許可の取消し，この条例

　に基づく命令に違反したこと又はこの条例の規定に違反したこと（以下この条において「許

　可の取消し等」という。）を理由として，土砂埋立て等を行う者を告発したときは，その理

　由となった許可の取消し等の内容，当該許可の取消等を受けた者の氏名又は名称その他規則

　で定める事項を公表することができる。

２　市長は，前項の規定による公表をしようとするときは，あらかじめその理由を当該公表さ

　れる者に書面により通知するとともに，意見を述べる機会を与えなければならない。

　（補則）

第４３条　この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。

　　　第８章　罰則

　（罰則）

第４４条　次の各号のいずれかに該当する者は，２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処す

　る。

　⑴　第７条第２項若しくは第４項，第２９条各項又は第３０条第３項の規定による命令に違反し

　　た者

　⑵　第８条の許可を受けないで特定事業を行った者

　⑶　虚偽の申請その他不正な手段により第８条，第１６条第１項又は第２６条第１項の規定によ

　　る許可を受けた者

　⑷　第１６条第１項の規定により許可を受けなければならない事項を，同項の許可を受けない

　　で変更した者

　⑸　第２６条第１項の規定による許可を受けないで同項の特定事業の全部を譲り受けた者

　⑹　第３０条第１項の規定による命令に違反した者

　⑺　第３８条の規定に違反したもの

第４５条　第３６条第２項の規定による命令に違反した者は，６月以下の懲役又は５０万円以下の罰

　金に処する。

第４６条　次の各号のいずれかに該当する者は，３０万円以下の罰金に処する。

　⑴　第１６条第３項，第１８条第１項，第２４条第１項（第２５条において準用する場合を含む。）

　　若しくは第２７条第２項の規定による届出をせず，又は虚偽の届出をした者

　⑵　第１９条の規定に違反して搬入搬出管理簿を作成せず，これに虚偽の記録をし，又はこれ

　　を保存しなかった者

　⑶　第２０条の規定に違反して標識の掲示及び境界の表示をしなかった者

　⑷　第２１条第３項，第２２条第１項若しくは第２項又は第４０条各項の規定による報告をせず，

　　又は虚偽の報告をした者

　⑸　第３１条の規定に違反して同条の書類及び図面の写しを保存しなかった者

　⑹　第４１条第１項の規定による立入検査，測量若しくは収去を拒み，妨げ，若しくは忌避し，

　　又は質問に対して陳述せず，若しくは虚偽の陳述をした者

　（両罰規定）
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第４７条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，その法人又は

　人の業務に関し，前３条の違反行為をしたときは，行為者を罰するほか，その法人又は人に

　対して各本条の罰金刑を科する。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は令和２年１１月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例の施行の際現に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。以下「兵庫県条例」という。）第２４条及び第２６条の規定に基づき，既に許可

　の申請を行っている場合は，この条例の施行後も，第９条から第１５条まで，第１６条第４項及

　び第３２条から第３４条までの規定は適用しない。

３　この条例の施行の際現に兵庫県条例第２３条の規定による許可（以下「旧許可」という。）

　を受けて兵庫県条例第２条第５項に規定する特定事業（以下「旧特定事業」という。）を行

　っている者は，当該旧許可の期間が満了する日までの間は，なお従前の例により当該旧特定

　事業を行うことについて第８条の許可を受けたものとみなす。この条例の施行の際現に兵庫

　県条例第２４条及び第２６条の規定に基づき既に許可の申請を行っている者が，旧許可を受けた

　場合についても同様とする。

―――――――――――――――――

　神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例及び神戸市重度障害者医療費助成に関する条例

の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年６月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第１１号

　　　神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例及び神戸市重度障害者医療費助成に関する

　　　条例の一部を改正する条例

　（高齢期移行者医療費助成に関する条例の一部改正）

第１条　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）の一部を次

　のように改正する。

　　第２条第１項第３号中「規定する合計所得金額」の次に「（所得税法第３５条第２項に規定

　する公的年金等の支給を受ける者については，当該合計所得金額から同項第１号に掲げる金

　額を控除して得た額）」を加え，同項第６号ア中「同条第４項」を「所得税法等の一部を改

　正する法律（平成３０年法律第７号）第１条の規定による改正前の所得税法第３５条第４項」に

　改める。

　（重度障害者医療費助成に関する条例の一部改正）

第２条　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）の一部を次の

　ように改正する。

　　第３条第２項第２号中「あって」を「あつて」に改め，「規定する合計所得金額」の次に

　「（所得税法第３５条第２項に規定する公的年金等の支給を受ける者については，当該合計所
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　得金額から同項第１号に掲げる金額を控除して得た額）」を加える。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，令和２年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし，第１

　条中神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例第２条第１項第６号アの改正規定は，公布

　の日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例による改正後の神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例第２条第１項第３号

　及び神戸市重度障害者医療費助成に関する条例第３条第２項第２号の規定は，施行日以後に

　行われた診療，薬剤の支給又は手当（以下「診療等」という。）に係る医療費の助成につい

　て適用し，施行日前に行われた診療等に係る医療費の助成については，なお従前の例による。

３　この条例による改正後の神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例第２条第１項第６号

　アの規定は，施行日以後に行われた診療，薬剤の支給又は手当（以下「診療等」という。）

　に係る医療費の助成について適用し，公布の日前に行われた診療等に係る医療費の助成につ

　いては，なお従前の例による。

　

―――――――――――――――――

　新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための旧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の臨時特例に関する条例をここに公布する。

　　令和２年６月３０日

　　　     神戸市長　久　喜　喜　造　

神戸市条例第１２号

　　　新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための旧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の臨時特例に関する条例

　（目的）

第１条　この条例は，旧神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーンにおける支援措

　置に関する条例（平成８年１２月条例第３６号。以下「エンタープライズゾーン条例」という。）

　の適用に当たり，新型コロナウイルス感染症（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成

　２４年法律第３１号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。）及びその

　まん延防止のための措置（以下「新型コロナウイルス感染症等」という。）により影響を受

　けた認定事業者に臨時特例措置を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

　（定義）

第２条　この条例における用語の意義は，エンタープライズゾーン条例の例による。

　（違約金の免除）

第３条　エンタープライズゾーン条例第３条第３項第２号，第５条第３項第２号及び第７条第

　３項第２号並びに旧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

　に関する条例の一部を改正する条例（平成２９年３月条例第３４号）による改正前のエンタープ

　ライズゾーン条例（以下この条において「旧エンタープライズゾーン条例」という。）第３

　条第３項第２号，第５条第３項第２号及び第７条第３項第２号の規定にかかわらず，市長は，
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　新型コロナウイルス感染症等の影響により，認定事業者が特定事業，中核事業及び特例中核

　事業の休止（一時的な休止を除く。）又は廃止をしたと認めるときは，当該認定事業者から

　の申請により，エンタープライズゾーン条例第３条第３項第２号，第５条第３項第２号及び

　第７条第３項第２号並びに旧エンタープライズゾーン条例第３条第３項第２号，第５条第３

　項第２号及び第７条第３項第２号に規定する違約金を免除することができる。

　（認定事業に係る家屋又は償却資産の取得及び認定事業の用に供すべき期限の延長）

第４条　エンタープライズゾーン条例第１０条第１項及び第２項の規定にかかわらず，市長は，

　新型コロナウイルス感染症等の影響により，認定事業対象期間内に認定事業計画に係る認定

　事業に係る施設のうち旧神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーンにおける支援

　措置に関する条例施行規則（平成１４年１０月規則第３５号）で定めるものの用に供する家屋又は

　償却資産でその建設の後認定事業計画に係る認定事業の用に供されたことのないものを取得

　し，認定事業計画に係る認定事業の用に供することができないと認めるときは，認定事業者

　からの申請により，１年以内の期間を限って当該認定事業対象期間を延長することができる。

　（認定事業に係る施設の建設着手期限の延長）

第５条　エンタープライズゾーン条例第１０条第１項及び第２項の規定にかかわらず，市長は，

　新型コロナウイルス感染症等の影響により，土地の取得の翌日から起算して１年を経過する

　日までに当該土地を敷地とする認定事業計画に係る認定事業に係る施設の建設の着手をする

　ことができないと認めるときは，認定事業者の申請により，１年以内の期間を限って当該期

　間を延長することができる。エンタープライズゾーン条例第１０条第３項の規定により当該期

　間の延長がされたものについても同様とする。

　（認定事業の開始期限の延長）

第６条　エンタープライズゾーン条例第１１条第１項及び第２項の規定にかかわらず，市長は，

　新型コロナウイルス感染症等の影響により，認定事業対象期間内に認定事業を開始すること

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

　定事業対象期間を延長することができる。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，公布の日から施行する。

　（この条例の失効）

２　この条例は，令和５年３月３１日限り，その効力を失う。

　

―――――――――――――――――

　デザイン・クリエイティブセンター神戸条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年６月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第１３号

　　　デザイン・クリエイティブセンター神戸条例の一部を改正する条例

　デザイン・クリエイティブセンター神戸条例（平成２４年３月条例第１９号）の一部を次のよう

に改正する。
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　第１条中「，市民生活の質を向上し，及び」を「，市民生活の質の向上及び」に改める。

　第４条第１項第１号を次のように改める。

　　⑴　クリエイティブラボ（次条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が，

　　　創造的活動を通じた社会貢献に係る調査，研究，実践及び支援に関することを行う施設

　　　をいう。）

　第４条第１項中第６号を第７号とし，第５号を第６号とし，第４号の次に次の１号を加える。

　⑸　創造的学びと文化活動スペース（市又は次条第１項の指定管理者が次に掲げる活動を行

　　う施設をいう。）

　　　ア　多様な世代の参加とその交流により創造力を育む活動

　　　イ　文学，音楽その他の芸術及び文化に接する機会を市民に提供する活動

　第４条第２項を削る。

　第５条第１項中「前条第１項第６号」を「前条第５号から第７号まで」に改め，「，規則で

定めるところにより」を削る。

　第６条第１項本文中「第４条第１項第１号」を「第４条第１号」に，「同項第２号から第５

号まで」を「同条第２号から第４号まで」に改め，同項ただし書を削り，同条第２項を次のよ

うに改める。

２　指定管理者は，第４条第２号から第４号までの施設について，センターの開館時間以外の

　時間であっても，時間を単位として前条第１項の許可をすることができる。この場合におい

　て，使用者は，指定管理者が特に認める場合を除くほか，施設に自らが管理する物を置くこ

　と以外の行為を行うことができない。

　第７条第１項本文中「第４条第１項第１号から第３号までの施設については，第５条第１

項」を「第４条第１号から第４号までの施設の使用についての第５条第１項」に改め，同項た

だし書中「，第４条第１項第１号及び第３号の施設については」を削り，「第５条第１項」を

「同項」に改め，同条第２項を削る。

　第８条の見出し中「クリエイティブスペース」を「クリエイティブラボ」に改め，同条第１

項中「第４条第１項第１号」を「第４条第１号」に改め，同条第２項中「公募に基づき」を

「公募に」に改め，同条第３項中「第４条第１項第１号」を「第４条第１号」に改め，同条第

５項中「第４条第１項第１号」を「第４条第１号」に，「許可を受けて使用する者」を「許可

を受けた者」に改め，同条に次の１項を加える。

６　第４条第１号の施設について第５条第１項の許可を受けた者は，第１１条第１項の使用期間

　が終了した後に第４条第１号の施設を再度使用しようとするときは，第１項の公募に再度応

　募することができる。

　第１１条の見出しを「（使用期間）」に改め，同条第１項中「第４条第１項第１号」を「第４

条第１号」に改め，「（第６条第１項ただし書の規定に基づき行う第４条第１項第５号の施設

についての許可に係る使用期間を含む。）」を削り，同条第２項を次のように改める。

２　第４条第２号から第４号までの施設は，引き続き３０日を超える独占的な使用をすることは

　できない。ただし，指定管理者が第１条の目的を達するため特別の理由があると認めるとき

　は，この限りでない。

　第１２条を次のように改める。

第１２条　削除
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　第１３条第２項中「別表」を「別表第１号」に改め，同条中第５項を第７項とし，第４項を第

６項とし，同条第３項中「前項」を「前３項」に改め，同項を同条第５項とし，同条第２項の

次に次の２項を加える。

３　第４条第６号の施設を使用する者は，別表第２号アに定める額の範囲内においてあらかじ

　め市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならな

　い。

４　前項の規定にかかわらず，第４条第６号の施設を使用する者（同条第１号の施設の使用に

　ついて第５条第１項の許可を受けた者に限る。）は，指定管理者の発行する定期駐車券によ

　り第４条第６号の施設を使用することができる。この場合において，当該施設を使用する者

　は，１月につき別表第２号イの表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て

　指定管理者が定める額の利用料金を，当該定期駐車券の発行の時に支払わなければならない。

　第１４条第１項第１号中「第４条第１項第１号」を「第４条第１号」に改める。

　第１８条第４号ア中「第４条第１項各号」を「第４条各号」に改める。

　第２３条の見出し中「クリエイティブスペース」を「クリエイティブラボ」に改め，同条中

「第４条第１項第１号」を「第４条第１号」に改め，「（第６条第１項ただし書の規定に基づ

いて行われた許可により使用する第４条第１項第５号の施設を含む。）」を削る。

　第２４条第１項第３号中「業務」の次に「（第４条第５号の施設にあっては，市長が定める業

務を除く。）」を加える。

　附則第２項中「第４条第２項，第５条第１項及び第２項」を「第５条第１項及び第２項」に，

「，第７条第１項及び第２項」を「，第７条」に，「，第１１条第１項，第１２条」を「，第１１条

第１項及び第２項」に改め，「，第４条第２項中「次条第１項の指定管理者」とあるのは「市

長」と」を削り，「並びに第８条第１項から第３項まで」を「及び第８条第１項から第３項ま

での」に改める。

　附則第３項中「第１３条第２項」を「第１３条第２項から第４項まで」に改める。

　附則第４項中「第１３条第４項」を「第１３条第６項」に改める。

　別表を次のように改める。

別表（第１３条関係）

　⑴　施設等の利用料金

　　備考

　　　１　クリエイティブラボにおいて，使用を開始する日が月の初日でないとき又は使用を

 終了する日が月の末日でないときにおける当該月の利用料金の額は，日割計算とする。

 この場合において，１０円未満の端数があるときは，これを切り捨てる。
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利用料金施設等

１平方メートル１月につき　２，０００円クリエイティブラボ

１平方メートル１時間につき　１５円セミナー・ワークショップスペース

１平方メートル１時間につき　１５円ギャラリー

１平方メートル１時間につき　１５円多目的ホール

１設備１日１回につき　５０，０００円附属設備



　　　２　セミナー・ワークショップスペース，ギャラリー及び多目的ホールに係る利用料金

 の額の算定に当たっては，１時間未満の端数が生じたときは，１時間として計算する。

　⑵　駐車場の利用料金

　　ア　イ以外の利用料金

 １台３０分につき１５０円（日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年

　　　法律第１７８号）第３条に規定する休日（以下「日曜日等」という。）にあっては，２００ 

　　　円）。この場合において，３０分未満の端数が生じたときは，３０分として計算する。なお，

　　　１台の１日当たりの上限額は，１，０００円（日曜日等にあっては，１，５００円）とする。

　　イ　定期駐車券に係る利用料金

　　　備考

　　　　１　この表において，「昼間定期駐車券」とは日曜日及び土曜日並びに月曜日から金

　　　　　曜日までの日の午前７時から午後１０時までの間に利用することができる定期駐車券

　　　　　のことを，「平日昼間定期駐車券」とは月曜日から金曜日までの日（国民の祝日に

　　　　　関する法律第３条に規定する休日を除く。）の午前７時から午後１０時までの間に利

　　　　　用することができる定期駐車券のことを，「全日定期駐車券」とは常時利用するこ

　　　　　とができる定期駐車券のことをいう。

　　　　２　この表において，「１月」とは，月の初日から末日までをいう。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，令和３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし，附則

　第４項の規定は，公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例の施行の際現にこの条例による改正前のデザイン・クリエイティブセンター神戸

　条例（以下「旧条例」という。）第４条第１項第１号の施設（同号アに規定する事項を行う

　施設に限る。）についての旧条例第５条第１項の許可（以下「旧許可」という。）を受けて

　いる者は，施行日にこの条例による改正後のデザイン・クリエイティブセンター神戸条例 

　（以下「新条例」という。）第４条第１号の施設についての新条例第５条第１項の許可（以

　下「新許可」という。）を受けたものとみなす。この場合において，当該新許可を受けたも

　のとみなされる者に係る新条例第１１条第１項の使用期間は，施行日におけるその者に係る旧

　許可の使用期間の残存期間と同一の期間とする。

３　この条例の施行の際現に旧条例第５条第２項の規定により旧許可に付されている条件は，

　新許可に付された条件とみなす。

　（準備行為）

４　附則第２項に規定するもののほか，新条例第４条第１号の施設についての新条例第５条第

　１項の許可，新条例第８条第１項の公募，新条例第１３条第１項の利用料金の収受その他必要
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１月当たりの利用料金定期駐車券の種類

２０，０００円　昼間定期駐車券

１５，０００円　平日昼間定期駐車券

２５，０００円　全日定期駐車券
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　な準備行為は，施行日前においてもすることができる。

　　

―――――――――――――――――

　神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年６月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造

神戸市条例第１４号　　　　　　　　　　　

　　　神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

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

正する。

　第３条第４号を次のように改める。

　⑷　こども家庭センター相談支援業務手当

　第３条第１０号及び第１１号を次のように改める。

　⑽　感染症予防業務手当

　⑾　削除

　第６条中「若しくはこども家庭センター」を削る。

　第７条を次のように改める。

　（こども家庭センター相談支援業務手当）

第７条　こども家庭センター相談支援業務手当は，こども家庭局こども家庭センターに勤務す

　る職員で一時保護，相談，指導，判定及び調査業務に従事するものに対して支給し，その額

　は，日額１，０００円とする。

　第１３条及び第１４条を次のように改める。

　（感染症予防業務手当）

第１３条　感染症予防業務手当は，感染症（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）第６条第２項に規定する一類感染症，同条第３項に規定す

　る二類感染症，同条第８項に規定する指定感染症のうち規則で定めるもの及びこれらに準ず

　る感染症として規則で定めるものをいう。以下同じ。）の発生の予防及びまん延の防止に係

　る業務のうち次の各号に掲げる業務に従事する職員に対して支給し，その額は，日額３００円

　とする。

　⑴　感染症の患者又はその疑いがある患者（以下「患者」という。）に接して行う業務

　⑵　感染症の病原体に汚染され，又は汚染された疑いがある場所又は物件の消毒その他処理

　　業務

　⑶　前２号に準ずる業務として規則で定めるもの

第１４条　削除

　附則に次の３項を加える。

　（新型コロナウイルス感染症に対処するための感染症予防業務手当の特例）

３　第１３条の規定にかかわらず，当分の間，新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス

　感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２年政令第１１号）第１条に規定する新型コ

　ロナウイルス感染症をいう。）から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措
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　置に係る業務であって規則で定めるものに従事する職員に対し，感染症予防業務手当を支給

　する。

４　前項に規定する手当の額は，第１３条の規定にかかわらず，日額３，０００円（心身に著しい負

　担を与えると認められる業務であって規則で定めるものに従事する場合にあっては，日額 

　４，０００円）を超えない範囲内において規則で定める額とする。

５　第３６条の規定にかかわらず，同条第１項（第５号に係る部分に限る。）及び第４項の規定

　により支給することとされる消防職員手当は，附則第３項の規定による感染症予防業務手当

　の支給を受ける職員には，支給しない。

　　　附　則

　（施行期日等）

１　この条例は，令和２年７月１日から施行する。

２　この条例による改正後の神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例（以下「改正後の条例」

　という。）附則第３項から第５項までの規定は，令和２年２月１日から適用する。

３　改正後の条例第３条第４号，第６条及び第７条の規定は，令和２年４月１日から適用する。

　（こども家庭センター相談支援業務手当の内払）

４　改正後の条例第７条の規定を適用する場合においては，この条例による改正前の神戸市職

　員の特殊勤務手当に関する条例第６条又は第７条の規定に基づいてこども家庭局こども家庭

　センターの職員に支給されたケースワーク業務手当又は児童保護業務手当は，改正後の条例

　第７条の規定によるこども家庭センター相談支援業務手当の内払とみなす。

　（新型コロナウイルス感染症に対処するための感染症予防業務手当の内払）

５　改正後の条例附則第３項から第５項までの規定を適用する場合においては，第３６条第１項

　（第５号に係る部分に限る。）及び第４項の規定に基づいて職員に支給された消防職員手当

　は，改正後の条例附則第３項の規定による感染症予防業務手当の内払とみなす。

　

―――――――――――――――――

　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一部を改正する条例をここ

に公布する。

　　令和２年７月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第１５号

　　　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一部を改正する条例

　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）

の一部を次のように改正する。

　第２条第３号ウ中「含む。）」を「含む。以下同じ。）」に改め，同条に次の１号を加える。

　⑹　大規模特定事業　特定事業のうち，事業区域の面積が５ヘクタール以上のものをいう。

　第４条第３項第２号中「を撤去するために必要な費用」を「の解体及び撤去並びにこれに伴

い発生する廃棄物の処理をするために必要な費用（以下「廃棄等費用」という。）」に改める。

　第８条第３項中第６号を第７号とし，第５号の次に次の１号を加える。

　⑹　特定事業に係る資本費（特定施設の設置に係る工事費の総額をいう。）及び第２３条に規
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　　定する損害賠償責任保険への加入に関する事項（いずれも大規模特定事業に係る事業計画

　　書に限る。）

　第９条第１項中「事業計画の内容が第４条第２項に規定する施設基準に適合」を「当該申請

に係る事業が次の各号のいずれにも該当」に改め，同項に次の各号を加える。

　⑴　事業計画の内容が第４条第２項に規定する施設基準に適合していること。

　⑵　大規模特定事業にあっては，第１９条第１項に規定する保証金の預入がされ，同条第３項

　　に規定する市との質権設定契約が締結されていること。

　第１２条第４号中「とき」を「とき。」に改め，同条に次の２号を加える。

　⑺　第１９条第１項の規定による保証金の預入をせず，又は同条第３項の規定による質権設定

　　契約の締結をせずに大規模特定事業を実施したとき。

　⑻　第２３条の規定による損害賠償責任保険（特定施設の設置に係る期間中において，当該特

　　定施設の設置を請け負う者が加入をする損害賠償責任保険を含む。）への加入をせずに大

　　規模特定事業を実施したとき。

　第１４条第２項中「第１項の」の次に「規定による」を加える。

　第１６条第２項中「前項」を「第１項」に改め，同項を同条第３項とし，同条第１項の次に次

の１項を加える。

２　大規模特定事業を実施する事業者は，前項の報告を行う際に，併せて規則で定める財務計

　算に関する諸表及び第２３条に規定する損害賠償責任保険への加入を示す書類を市長に提出し

　なければならない。

　第２４条を第３０条とする。

　第２３条第２項に次の１号を加える。

　⑸　第１８条第３項の規定により事業者の地位の承継に係る届出をしなければならない場合に

　　おいて，その届出をしなかったとき。

　第２３条を第２９条とする。

　第２２条中「第２０条」を「第２６条」に改め，同条を第２８条とし，第２１条を第２７条とする。

　第２０条第８号を同条第１０号とし，同条第７号中「第１８条第１項」を「第２４条第１項」に改め，

同号を同条第９号とし，同条第６号中「第１８条第１項」を「第２４条第１項」に改め，同号を同

条第８号とし，同条第５号の次に次の２号を加える。

　⑹　第１９条第１項の規定に違反して保証金の預入をせず，又は同条第３項の規定に違反して

　　市と質権設定契約を締結せずに大規模特定事業を実施している者

　⑺　第２３条の規定に違反して，損害賠償責任保険（特定施設の設置に係る期間中において，

　　当該特定施設の設置を請け負う者が加入をする損害賠償責任保険を含む。）への加入をせ

　　ずに大規模特定事業を実施している者

　第２０条を第２６条とする。

　第１９条を第２５条とし，第１８条を第２４条とし，第１７条の次に次の６条を加える。

　（特定事業の承継）

第１８条　事業者より特定事業の全部を譲り受けた者は，当該事業者のこの条例の規定による地

　位を承継する。

２　事業者について特定事業の全部の相続，合併又は分割（特定事業の全部を承継させるもの

　に限る。）があったときは，相続人（相続人が２人以上ある場合において，その全員の同意
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　により承継すべき相続人を選定したときは，その者），合併後存続する法人若しくは合併に

　より設立した法人又は分割により特定事業の全部を承継した法人は，当該事業者のこの条例

　の規定による地位を承継する。

３　前２項の規定により事業者の地位を承継した者は，遅滞なく，規則で定めるところにより，

　その旨を市長に届け出るとともに，土地の所有者及び占有者に通知しなければならない。

　（大規模特定事業に係る廃棄等費用の確保及び管理）

第１９条　事業者（第１０条第１項又は第１４条第１項の規定に基づき変更後の事業計画が大規模特

　定事業に該当することとなる事業者及び第１８条第１項又は第２項の規定に基づき事業者の地

　位を承継した者を含む。以下この条から第２３条までにおいて同じ。）は，大規模特定事業の

　実施に当たっては，適切に廃棄等費用を確保していることを保証するため，あらかじめ当該

　事業に係る廃棄等費用に係る現金（以下「保証金」という。）を金融機関に預入しなければ

　ならない。

２　前項の規定による保証金の額は，次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。

　⑴　事業者が設置しようとする特定施設の発電出力に，発電出力１キロワット当たりの資本

　　費（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律

　　第１０８号）第６７条に規定される調達価格等算定委員会において示される調達価格（電気事

　　業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第３条第１項に規定する調

　　達価格をいい，事業者が実施しようとする特定事業に適用されることとなる年度のものを

　　いう。以下同じ。）の算定に用いたものをいう。）の１００分の５に相当する額を乗じて得

　　た額。ただし，令和２年度以後の調達価格の適用を受けることとなる特定事業を実施しよ

　　うとする場合にあっては，事業者が設置しようとする特定施設の発電出力に１キロワット

　　当たり１万円を乗じて得た額とする。

　⑵　事業者が実施しようとする特定事業に係る資本費（第８条第３項第６号に規定するもの

　　をいう。）の１００分の５に相当する額又は当該特定事業に係る廃棄等費用の見積額

３　第１項の規定により保証金を預入した者は，第８条第１項の規定に基づく市長の許可を受

　けようとする者にあっては当該許可を受けるまでに，第１３条第１項の規定に基づく届出を行

　おうとする者にあっては特定施設の設置に着手するまでに，当該保証金に係る預金債権につ

　いて市を質権者とする質権を設定するため，市と質権設定契約を締結するとともに，当該質

　権の設定につき，市に対抗要件を備えさせなければならない。

４　第１０条第１項又は第１４条第１項の規定に基づき変更後の事業計画が大規模特定事業に該当

　することとなる事業者に係る前項の規定の適用については，同項中「第８条第１項」とある

　のは「第１０条第１項」と，「第１３条第１項」とあるのは「第１４条第１項」と，「特定施設の

　設置」とあるのは「特定施設の設置に係る事業計画の変更に伴い生じる工事」と読み替える

　ものとする。

５　第１８条第１項の規定に基づき事業者の地位を承継した者に係る第３項の規定の適用につい

　ては，同項中「第８条第１項の規定に基づく市長の許可を受けようとする者にあっては当該

　許可を受けるまでに，第１３条第１項の規定に基づく届出を行おうとする者にあっては特定施

　設の設置に着手するまでに」とあるのは，「第１８条第１項の規定により事業者の地位を承継

　した際に，特定施設の設置に着手していない場合にあっては特定施設の設置に着手するまで

　に，特定施設の設置に着手している場合にあっては第１８条第３項の規定に基づく市長への届
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　出を行った後速やかに」と読み替えるものとする。

６　第１項から第４項までの規定は，既に大規模特定事業を実施している事業者が新たに事業

　計画の変更（第１０条第１項ただし書及び第１４条第１項ただし書に規定する変更を含む。）を

　することにより預入をすべき保証金の額が増加する場合の当該増加する額の預入について準

　用する。

　（大規模特定事業に係る廃棄等費用の確保等に係る公表）

第２０条　市長は，前条の規定に基づき事業者が保証金の預入をしたときは，当該預入をした旨

　及び当該保証金の額を公表するものとする。

　（保証金の使途）

第２１条　保証金は，事業者が第２８条に基づく命令を受けたにもかかわらず，当該命令に係る措

　置の全部又は一部を履行しなかったことにより，災害の発生の防止又は良好な自然環境若し

　くは生活環境の保全に著しい支障が生じると認める場合は，当該保証金を市が行政代執行法

　（昭和２３年法律第４３号）第２条又は同法第３条第３項の規定により災害の発生の防止又は良

　好な自然環境若しくは生活環境の保全をするために講ずる措置に要する費用のうち廃棄等費

　用に該当するものに充てることができる。

２　前項に規定する場合のほか，保証金は，事業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

　和４５年法律第１３７号）第１９条の５第１項又は同法第１９条の６第１項の規定に基づく命令を受

　けたにもかかわらず，当該命令に係る措置の全部又は一部を履行しなかったことにより，生

　活環境の保全上の支障が生じ，又は生ずるおそれがあり，かつ，同法第１９条の８第１項第１

　号，第３号又は第４号の規定に該当すると認める場合は，当該保証金を市が同項の規定によ

　り講ずる支障の除去等の措置に要する費用のうち廃棄等費用に該当するものに充てることが

　できる。

３　市長は，前２項の措置を講じた場合において，保証金の額が当該措置に要した費用の額よ

　り少ないときは，その差額を事業者に負担させることができる。

４　前項の規定により負担させる費用の徴収については，行政代執行法並びに廃棄物の処理及

　び清掃に関する法律第１９条の８第５項において準用する行政代執行法の規定の例によるもの

　とする。

　（質権設定契約の解除等）

第２２条　市は，次に掲げる場合には，第１９条第３項の規定により締結した質権設定契約を解除

　するものとする。

　⑴　第９条第３項（第１０条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基づき，許可の

　　申請に対して許可をしない決定をし，それを通知したとき。ただし，大規模特定事業を実

　　施していない場合に限る。

　⑵　第１０条第１項又は第１４条第１項の規定に基づく事業計画の変更により，変更後の特定事

　　業が大規模特定事業に該当しないこととなったとき。ただし，大規模特定事業を実施して

　　いる場合にあっては，災害発生の防止のために必要な措置等がとられていると市長が認め

　　るときに限る。

　⑶　第１２条の規定に基づき，特定事業の実施に係る許可を取り消したとき。ただし，大規模

　　特定事業を実施していない場合に限る。

　⑷　第１８条第１項の規定による事業者の地位の承継があった場合において，同項の規定によ
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　　り事業者の地位を承継した者と新たに第１９条第５項の規定により読み替えて適用する同条

　　第３項の規定に基づく質権設定契約を締結したとき。

　⑸　特定施設の廃止に関する事業を完了したとき。

２　事業者は，特定施設の解体及び撤去並びにこれに伴い発生する廃棄物の処理のために保証

　金を使用するとき，第１０条第１項又は第１４条第１項の規定に基づく事業計画の変更により預

　入をすべき保証金の額が減少するときその他相当の理由があるときは，第１９条第１項の規定

　により預入した保証金の減額を市に申し入れることができる。

３　前項の規定による申入れがあった場合において，市は，保証金を減額したとしても適切に

　廃棄等費用が確保されていると認めるとき（保証金の全額を減額する場合にあっては，特定

　施設の廃止に関する事業が完了したと認めるとき，又は完了する見込みであると認めると 

　き）は，保証金の減額をすることができる。

４　市は，前項の規定により保証金の減額をする場合は，第１９条第３項の規定により締結した

　質権設定契約に係る手続その他の当該保証金の減額に伴い必要となる手続を行うものとし，

　事業者はこれに協力するものとする。

　（大規模特定事業に係る損害賠償責任保険への加入）

第２３条　事業者は，大規模特定事業の実施に当たっては，特定施設の設置に着手する日から特

　定施設を廃止する日までの間，当該大規模特定事業の実施に起因して生じた他人の生命又は

　身体及び財産に係る損害を填補する保険又は共済（以下「損害賠償責任保険」という。）へ

　の加入をしなければならない。ただし，特定施設の設置に係る期間中の損害賠償責任保険へ

　の加入にあっては，当該特定施設の設置を請け負う者が，損害賠償責任保険への加入をする

　ことで足りるものとする。

２　第１０条第１項又は第１４条第１項の規定に基づき変更後の事業計画により当該特定事業が大

　規模特定事業に該当することとなる事業者に係る前項の規定の適用については，同項中「特

　定施設の設置」とあるのは「特定施設の設置に係る事業計画の変更に伴い生じる工事」と読

　み替えるものとする。

３　第１８条第１項又は第２項の規定に基づき事業者の地位を承継した者に係る第１項の規定の

　適用については，同項中「特定施設の設置に着手する日から特定施設を廃止する日までの 

　間」とあるのは「第１８条第１項又は第２項の規定により事業者の地位を承継した際に，特定

　施設の設置に着手していない場合にあっては特定施設の設置に着手する日から特定施設を廃

　止する日までの間，特定施設の設置に着手している場合にあっては事業者の地位を承継した

　日から特定施設を廃止する日までの間」と読み替えるものとする。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，令和２年１０月１日から施行する。

　（第１９条の大規模特定事業に係る廃棄等費用の確保及び管理に係る経過措置）

２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に第８条第２項の規定に基づく許可申

　請書が提出されている特定事業，第１３条第２項の規定に基づく届出書が提出されている特定

　事業又は特定施設の設置に着手している特定事業（特定施設の設置を完了している特定事業

　を含む。以下同じ。）については，施行日以後に事業計画の変更（第１０条第１項ただし書及

　び第１４条第１項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。）が行われるまでの間は，この
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　条例による改正後の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（以下 

　「新条例」という。）第１９条の規定は，適用しない。

　（第２３条の大規模特定事業に係る損害賠償責任保険への加入に係る経過措置）

３　施行日前に第８条第２項の規定に基づく許可申請書が提出されている特定事業，第１３条第

　２項の規定に基づく届出書が提出されている特定事業又は特定施設の設置に着手している特

　定事業については，施行日以後に事業計画の変更（第１０条第１項ただし書及び第１４条第１項

　ただし書の規定の適用を受けるものを除く。）が行われるまでの間における新条例第２３条第

　１項の適用については，同項中「加入をしなければならない」とあるのは「加入をするよう

　努めなければならない」と，「加入をする」とあるのは「加入をするよう努める」とする。

　

―――――――――――――――――

　

　神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年７月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第１６号

　　　神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の一部を改正する条例

　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）の一部を次のように

改正する。

　別表第１第１号の表に次のように加える。

　別表第２第１号の表に次のように加える。

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　附　則

　この条例は，公布の日から施行する。
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都市計画法第２０条第１項の規定により告示された神戸国際港都建設計画玉津・

櫨谷工業地区地区計画の区域のうち，地区整備計画が定められている区域（次

表において「玉津・櫨谷工業地区地区整備計画区域」という。）

（８７）

⑴　法別表第２（い）項第５号及び第７号に掲げる建築物

⑵　法別表第２（に）項第５号及び第６号に掲げる建築物

⑶　法別表第２（ほ）項第３号に掲げる建築物

建築物の用

途の制限

業務地区Ａ玉津・櫨谷工

業地区地区整

備計画区域

（８７）

３，０００平方メートル（法別表第２（い）項第９号に掲げる

建築物を除く。）

建築物の敷

地面積の最

低限度

⑴　建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離は，２

　メートル以上とすること。

⑵　⑴の基準に満たない距離にある建築物等が，外壁等の

　中心線の長さの合計が３メートル以下であるものにおい

　ては，⑴の基準は，当該建築物等の外壁等の面には適用

　しない。

壁面の位置

の制限

⑴　法別表第２（い）項第５号及び第７号に掲げる建築物

⑵　法別表第２（に）項第５号及び第６号に掲げる建築物

⑶　法別表第２（ほ）項第３号に掲げる建築物

建築物の用

途の制限

業務地区Ｂ



―――――――――――――――――

　神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年７月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第１７号

　　　神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例の一部を改正する条例

　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）の一部を次のよう

に改正する。

　第３１条中「第４２条第５号」を「第４２条第３号」に改める。

　第３９条第１項中「けあげ」を「蹴上げ」に改める。

　第４２条中第１号及び第２号を削り，第３号を第１号とし，第４号を第２号とし，第５号を第

３号とする。

　第４４条を次のように改める。

　（木造の長屋の階数制限）

第４４条　主要構造部である柱又ははりが木造である長屋（耐火建築物であるものを除く。）は，

　地階を除く階数を２（次に掲げる長屋にあっては，３）以下としなければならない。

　⑴　準耐火建築物である長屋

　⑵　防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件（令和元

　　年国土交通省告示第１９４号）第４第１号イ⑴から⑼までに定める構造方法（同号イ⑼にあ

　　っては，ただし書に規定する構造に限る。）を用いる長屋

　⑶　延べ面積が２００平方メートル未満の長屋（法第２７条第１項第１号に規定する技術的基準

　　に従って警報設備を設けたものに限る。）

　第４９条第２項中「，第４２条第１号」を削る。

　第４９条の２第１項中「若しくは」を「又は」に，「，第４３条第２項及び第４４条」を「及び第

４３条第２項」に，同条第２項中「第４２条」を「第２４条第４項及び第４３条第２項」に改める。

　　　附　則

　この条例は，公布の日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年７月１日

　　　     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第１８号

　　　神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する

　　　条例の一部を改正する条例

　神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

（平成２９年１２月条例第１２号）の一部を次のように改正する。
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　第２条中第１６号を第１７号とし，第１２号から第１５号までを１号ずつ繰り下げ，第１１号の次に次

の１号を加える。

　⑿　木造建築物等　主要構造部の法第２１条第１項の政令で定める部分が木材，プラスチック

　　その他の可燃材料で造られた建築物をいう。

　第３条を削り，第４条第１項各号列記以外の部分中「対象敷地内で」を「伝統的建造物等の

存する敷地（以下「対象敷地」という。）内で」に，「第１２条」を「第９条」に改め，同項第

１号中「前条第１号オの」を「主要構造部のうち，外壁（真壁造とする場合の柱及び 梁 の部分
はり

を除く。以下同じ。），屋根並びに外部に面した柱及び梁（真壁造の壁に代わる柱及び梁の部

分を除く。）並びに軒裏の構造を準耐火構造とする」に改め，同項第２号中「厨房設備又は」

を「 厨 房設備又は」に，「前条第１号オ」を「前号」に，「スプリンクラー設備等」を「ス
ちゅう

プリンクラー設備，神戸市火災予防条例（昭和３７年４月条例第６号。以下「予防条例」とい

う。）第９条の２第１項第２号エに規定する自動消火装置（厨房室に設置する場合に限る。），

パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件（平成１６年消防庁

告示第１３号）第２第１号及び第２号に規定するパッケージ型自動消火設備又は消防法施行令

（昭和３６年政令第３７号）第１２条第２項第３号の２に規定する特定施設水道連結型スプリンクラ

ー設備（以下「スプリンクラー設備等」という。）」に，「審査会」を「神戸市建築審査会条

例（昭和３０年６月条例第１７号）に基づき設置された神戸市建築審査会（以下「審査会」とい

う。）」に改め，同条を第３条とする。

　第５条を第４条とし，第６条を第５条とし，同条の次に次の１条を加える。

　（準防火地域内の建築物の制限の緩和）

第６条　対象敷地内で伝統的建造物等を建築等（増築，改築（令第１３７条の１１に規定する改築

　に限る。），大規模の修繕及び大規模の模様替（令第１３７条の１２第５項に規定する大規模の

　修繕及び大規模の模様替に限る。）を除く。次項において同じ。）をする場合において，当

　該伝統的建造物等が次の各号に掲げる建築物の区分に応じ，それぞれ当該各号に定めるもの

　に該当するものであるときは，対象敷地内の伝統的建造物等に限り，法第６１条本文（準防火

　地域内にある建築物に係る部分に限る。以下この条，第７条及び第９条において同じ。）の

　規定を適用しない。

　⑴　地階を除く階数が２以下で，延べ面積が５００平方メートルを超え１，５００平方メートル以下

　　の伝統的建造物等　次のいずれにも該当するもの

　　ア　第３条第１項第１号又は第２号に該当するもの

　　イ　外壁の開口部に関して次に掲げるいずれかの措置を講じ，市長が安全上及び防火上支

　　　障がないと認めたもの

　　　契　開口部に設ける建具の内側に防火設備を設け，かつ，開口部の建具の枠に防火上の

　　　　措置を講じたものとすること。

　　　形　開口部の建具（枠，桟及び方立を含む。）を不燃材料とし，かつ，ガラスについて

　　　　は，網入りガラス又はこれと同等以上の防火性能を有するものとすること。

　⑵　地階を除く階数が２以下で，延べ面積が５００平方メートル以下の伝統的建造物等（木造

　　建築物等に限る。）　次のいずれにも該当するもの

　　ア　外壁及び軒裏（延焼のおそれのある部分に限る。）に次の契から径までに定めるいず

　　　れかの措置又は主要構造部及び軒裏に第３条第１項第１号の措置を講じ，市長が安全上
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　　　及び防火上支障がないと認めたもの

　　　契　外壁及び軒裏の仕上げを不燃材料である木材とすること。

　　　形　外壁及び軒裏の仕上げを不燃材料の上に厚さ１２ミリメートル以上の木材を貼ったも

　　　　のとすること。

　　　径　外壁及び軒裏の仕上げを防火構造の認定を受けたものの上に木材を貼ったものとす

　　　　ること。

　　イ　外壁の開口部に関して第１号イ契又は形に掲げるいずれかの措置を講じ，市長が安全

　　　上及び防火上支障がないと認めたもの

　⑶　建築物に附属する平均地盤面からの高さ２メートルを超える伝統的建造物等の門若しく

　　は塀（延焼のおそれのある部分に限る。以下この号において同じ。）　次のいずれかに該

　　当するもの

　　ア　次の契又は形のいずれかの措置を講じ，市長が安全上及び防火上支障がないと認めた

　　　もの

　　　契　その仕上げを不燃材料の上に厚さ１２ミリメートル以上の木材を貼ったものとするこ

　　　　と。

　　　形　その仕上げを防火構造の認定を受けたものの上に木材を貼ったものとすること。

　　イ　門又は塀のうち建築等を行わないもの

　　ウ　幅２．５メートル以内の門扉

　⑷　前３号に該当しない伝統的建造物等　伝統的建造物等の位置，構造又は設備の設置状況

　　から判断して，当該伝統的建造物等が前３号のいずれかに該当する伝統的建造物等と同等

　　以上の性能を有するものとして，市長が安全上及び防火上支障がないと認め，審査会の同

　　意を得て許可したもの

２　対象敷地内で伝統的建造物等以外の建築物のみの建築等をする場合において，市長が安全

　上及び防火上支障がないと認めたときは，対象敷地内の伝統的建造物等に限り，法第６１条本

　文の規定を適用しない。

３　対象敷地内で同一棟増築（令第１３７条の１１に規定する増築を除く。）をする場合において，

　当該伝統的建造物等が第１項各号のいずれかに該当するものであるときは，対象敷地内の伝

　統的建造物等に限り，法第６１条本文の規定を適用しない。

４　対象敷地内で別棟増築（令第１３７条の１１に規定する増築を除く。）をする場合において，

　市長が安全上及び防火上支障がないと認めたときは，対象敷地内の伝統的建造物等に限り，

　法第６１条本文の規定を適用しない。

　第７条から第９条までを削る。

　第１０条中「法第２１条第１項本文，法４４条第１項本文，法第５３条，法第５６条，法第６２条第１項

本文，法第６２条第２項又は法第６４条」を「法第４４条第１項本文，法第５３条，法第５６条又は法第

６１条本文」に改め，同条を第７条とし，第１１条を第８条とする。

　第１２条各号列記以外の部分中「（大規模の修繕及び大規模の模様替を除く。）」を削り，

「第４条及び第７条から第９条まで」を「第３条及び第６条」に改め，同条第１号中「第１０

条」を「第７条」に，「対象敷地内の伝統的建造物」を「対象敷地内の伝統的建造物等」に改

め，同条第２号を次のように改める。

　⑵　伝統的建造物等に第７条の措置を講じ，かつ，伝統的建造物等である門等に第６条第１
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１７９３

　　項第３号又は第４号の措置を講じた場合における対象敷地内の伝統的建造物等（令第１３７

　　条の１１に規定する増築又は改築に係るものを除く。）　法第６１条本文

　第１２条第３号を削り，同条を第９条とし，第１３条を第１０条とする。

　　　附　則

　この条例は，公布の日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　

　神戸市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年７月２日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造

神戸市条例第１９号

　　　神戸市市税条例等の一部を改正する条例

　（市税条例の一部改正）

第１条　神戸市市税条例（昭和２５年８月条例第１９９号）の一部を次のように改正する。

　目次中「第６４条３の１２」を「第６４条の３の１２」に改める。

　第１９条の２第３項中「当該乗じて得た金額」を「当該金額」に改める。

　第３０条第９項中「申告書記載事項」を「申告書記載事項が」に改める。

　第３４条第３項に次のただし書を加える。

　ただし，市長がやむを得ない理由があると認めるときは，当該期限を延長することができ

る。

　第３５条第１項中「同条第４項，第５項又は第８項」を「同条第６項又は第９項」に改め，

同条第５項を削り，同条中第３項を第５項とし，同条第６項中「課する」を「課することが

できる」に改め，同項を同条第７項とし，同条第４項中「課する」を「課することができ

る」に改め，同項を同条第６項とし，同条第２項の次に次の２項を加える。

３　固定資産の所有者の所在が震災，風水害，火災その他の事由により不明である場合には，

　その使用者を所有者とみなして，固定資産課税台帳に登録し，その者に固定資産税を課す

　ることができる。この場合において，市は，当該登録をしようとするときは，あらかじめ，

　その旨を当該使用者に通知しなければならない。

４　法第３４３条第５項に規定する探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である

　場合（前項に規定する場合を除く。）には，その使用者を所有者とみなして，固定資産課

　税台帳に登録し，その者に固定資産税を課することができる。この場合において，市は，

　当該登録をしようとするときは，あらかじめ，その旨を当該使用者に通知しなければなら

　ない。

　第３５条の２第２項ただし書を削る。

　第３６条の３第１項中「又は法附則第１５条から第１５条の３まで，法附則第１７条の２若しくは

法附則第１７条の３」を「，法附則第１５条から第１５条の３まで，法附則第１７条の２，法附則第

１７条の３，法附則第６１条又は法附則第６２条」に改め，同条第１０項の次に次の１項を加える。

１１　法附則第６２条に規定する条例で定める割合は，０とする。

　第４４条中「必要な事項を，規則の定めるところにより，１月３１日までに，市長」を「，法
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第３８３条の規定により申告すべき事項を１月３１日までに市長」に改める。

　第１０９条第５項中「第３５条第４項」を「第３５条第６項」に改める。

　第１７８条第２項中「（第４項及び第５項を除く。）」を削る。

　第１７８条の３中「若しくは法第７０２条の３又は法附則第１５条から第１５条の３まで」を「，法

第７０２条の３，法附則第１５条から第１５条の３まで又は法附則第６１条」に改める。

　附則第１９条の２の７第３項中「軽自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに

限る。次項において同じ。）」を「法第４４６条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車

（以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）」に改める。

　附則第２０条中「当分の間，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成

１８年法律第５０号）第３８条の規定による改正前の民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の法人か

ら移行した」を削る。

　附則第２３条の２第３項の表中「第１１条の６の第１項」を「第１１条の７第４項」に改める。

　附則第２４条第２項の表中「第５条の４第９項第１号」を「第５条の４第６項第１号」に改

め，同条第３項中「平成３３年」を「令和３年」に改める。

　附則第２５条第１項及び第２項中「平成３３年」を「令和３年」に改める。

　附則第２７条中「平成３５年度」を「令和５年度」に改める。

第２条　神戸市市税条例の一部を次のように改正する。

　　第７４条第２項に次のただし書を加える。

　　ただし，１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については，当該

　葉巻たばこの１本をもつて紙巻たばこの０．７本に換算するものとする。

第３条　神戸市市税条例の一部を次のように改正する。

　第１８条第１項第１２号を次のように改める。

　⑿　寡婦　次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。

　　ア　夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち，次に掲げる要件を満たすもの

　　　契　扶養親族を有すること。

　　　形　前年の合計所得金額が５００万円以下であること。

　　　径　その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定

　　　　めるものがいないこと。

　　イ　夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定める

　　　もののうち，ア形及び径に掲げる要件を満たすもの

　第１８条第１項第１３号を次のように改める。

　⒀　ひとり親　現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定め

　　るもののうち，次に掲げる要件を満たすものをいう。

　　ア　その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。

　　イ　前年の合計所得金額が５００万円以下であること。

　　ウ　その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定め

　　　るものがいないこと。

　第２０条の３第１項第５号ア中「第８項第１号アからウまで」を「第７項第１号アからウま

で」に，「及び第８項」を「及び第７項」に改め，同号イ中「第８項第２号及び第３号」を
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１７９５

「第７項第２号及び第３号」に改め，同項第６号中「第４項及び第９項」を「第３項及び第

８項」に改め，同項第８号中「又は寡夫」を削り，同号の次に次の１号を加える。

　（８の２）　ひとり親である所得割の納税義務者　３０万円

　第２０条の３第１項第１１号中「第９項」を「第８項」に，「第５項」を「第４項」に改め，

同条中第３項を削り，第４項を第３項とし，第５項を第４項とし，第６項を第５項とし，同

条第７項中「第４項」を「第３項」に改め，「及び第３項」を削り，「寡婦（寡夫）控除額

と，第１項第９号」を「寡婦控除額と，同項第８号の２の規定により控除すべき金額をひと

り親控除額と，同項第９号」に，「第５項」を「第４項」に改め，同項を同条第６項とし，

同条中第８項を第７項とし，同条第９項中「，第４項又は第５項」を「又は第４項」に改め，

「第３項の規定に該当する寡婦若しくはその他の」を削り，「寡夫」を「ひとり親」に，

「第４項の規定」を「第３項の規定」に，「，第５項」を「，第４項」に，「親族（扶養親

族を除く。）」を「子」に，「その親族」を「当該子」に，「第１８条第１項第１１号ア又は第

１２号」を「第１８条第１項第１３号ア」に，「親族に」を「子に」に改め，同項を同条第８項と

し，同条第１０項中「第１８条第１項第１３号」を「第１８条第１項第１４号」に改め，同項を同条第

９項とし，同条中第１１項を第１０項とし，同条第１２項中「寡婦（寡夫）控除額」を「寡婦控除

額，ひとり親控除額」に改め，同項を同条第１１項とし，同条中第１３項を第１２項とする。　

　第２２条第１項第１号アの表径の項中「寡夫」を「ひとり親で政令で定めるもの」に改め，

「（恵に掲げる者を除く。）」を削り，同表恵の項中「第１８条第１項第１１号に規定する寡婦

のうち同号アに該当する者で，扶養親族である子を有し，かつ，前年の合計所得金額が５００

万円以下」を「ひとり親で政令で定めるもの」に改める。

　第２５条第１項各号列記以外の部分中「第２０条の３第５項」を「第２０条の３第４項」に改め，

同項第５号中「寡婦（寡夫）控除額」を「寡婦控除額，ひとり親控除額」に改める。

　第３３条第１項第１号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。

　第３６条の３第１項中「法附則第６１条又は法附則第６２条」を「法附則第６３条又は法附則第６４

条」に，同条第１１項中「第６２条」を「第６４条」に改める。

　第４４条の３の次に次の１条を加える。

　（現所有者の申告）

第４４条の４　現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以下この条及び第４７条

　において同じ。）は，現所有者であることを知つた日の翌日から３月を経過した日までに，

　次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

　⑴　土地又は家屋の現所有者の住所，氏名又は名称，次号に規定する個人との関係及び個

　　人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては，住所，氏名又は

　　名称及び次号に規定する個人との関係）

　⑵　土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳

　　に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

　⑶　前２号に掲げるもののほか，固定資産税の賦課徴収に関し市長が必要と認める事項

２　前項の規定により申告した現所有者は，当該年度に係る賦課期日において前項第１号に

　掲げる事項のうち住所又は氏名若しくは名称に変更があり，かつ，当該現所有者が当該年

　度の前年度に係る賦課期日から引き続き前項の土地又は家屋を所有している場合には，当

　該年度の初日の属する年の１月３１日までに，その旨を市長に申告しなければならない。
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　第４７条第１項中「又は」を「若しくは」に，「よつて」を「より，又は現所有者が第４４条

の４第１項の規定により」に，「においては」を「には」に改める。

　第６０条第２項中「押印」を「署名し，又は記名押印」に改める。

　第１７８条の３中「第６１条」を「第６３条」に改める。

　附則第３条第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸

付割合（」に，「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。次項

において同じ。）」に，「この条において同じ」を「この項及び第３項において同じ」に改

め，「（以下この条において「特例基準割合適用年」という。）」を削り，「当該特例基準

割合適用年」を「その年」に，「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め，同

条第２項中「特例基準割合適用年中においては，当該特例基準割合適用年における特例基準

割合」を「各年の平均貸付割合に年０．５パーセントの割合を加算した割合が年７．３パーセント

の割合に満たない場合には，その年中においては，その年における当該加算した割合」に改

め，同条第３項を次のように改める。

３　前２項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において，前２項

　に規定する加算した割合（延滞金特例基準割合を除く。）が年０．１パーセント未満の割合

　であるときは年０．１パーセントの割合とする。

　附則第３条第４項中「前３項」を「第１項及び第２項」に改める。

　附則第３条の２第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。

　附則第４条第５項第１号中「第１１号イ，第１２号及び第１３号」を「第１２号ア形，第１３号イ及

び第１４号」に，「，第３項及び第１０項」を「及び第９項」に，「第１８条第１項第１３号」を

「第１８条第１項第１４号」に改める。

　附則第４条の２第５項第１号中「第１１号イ，第１２号及び第１３号」を「第１２号ア形，第１３号

イ及び第１４号」に，「，第３項及び第１０項」を「及び第９項」に，「第１８条第１項第１３　

号」を「第１８条第１項第１４号」に改める。

　附則第２７条の次に次の１条を加える。

　（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例）

第２８条　所得割の納税義務者が，新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税

　関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５号）第５条第４項に規定する指定行

　事の同条第１項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権（次

　項において「入場料金等払戻請求権」という。）の全部又は一部の放棄のうち，市民の福

　祉の増進に寄与するものとして市長が認めるもの（次項において「市払戻請求権放棄」と

　いう。）を同条第１項に規定する指定期間（次項において「指定期間」という。）内にし

　た場合には，当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に市放棄払戻請求権相当額

　の第２３条の２第１項第３号に掲げる寄附金を支出したものとみなす。

２　前項に規定する市放棄払戻請求権相当額とは，同項の納税義務者がその年の指定期間内

　において市払戻請求権放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額（第

　２３条の２第１項各号に掲げる寄附金の額及びその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認め

　られるものの金額を除く。）の合計額（当該合計額が２０万円を超える場合には，２０万円）

　をいう。

第４条　神戸市市税条例の一部を次のように改正する。
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　　第１８条第１項第４号ア中「第４２条の１２の６」を「第４２条の１２の５の２」に，「から１３項ま

　で」を「から第１３項まで」に改め，同号イ中「第４２条の１２の６」を「第４２条の１２の５の２」

　に改め，同項第４号の３ア中「第６８条の１５の７」を「第６８条の１５の６の２」に改め，同号イ

　中「第６８条の１５の７」を「第６８条の１５の６の２」に改める。

第５条　神戸市市税条例の一部を次のように改正する。

　　附則第１５条の２第３項中「第３５条の２」を「第３５条の３」に改める。

　　附則第２３条の２第１項の表中「第３５条の２まで」を「第３５条の３まで」に改め，「，第３５

　条の２」の次に「，第３５条の３」を加え，同条第３項の表中「第３５条の２まで」を「第３５条

　の３まで」に改め，「，第３５条の２」の次に「，第３５条の３」を加える。

第６条　神戸市市税条例の一部を次のように改正する。

　　附則第１６条の３の２第１項中「という。）又は」を「という。），」に，「に基づき」を

　「又は同項第６号に規定する特定非課税累積投資契約（以下この条において「特定非課税累

　積投資契約」という。）に基づき」に改め，同条第２項中「という。）又は」を「とい 

　う。），」に，「）から」を「），同条第５項第７号に規定する特定累積投資勘定（以下こ

　の項において「特定累積投資勘定」という。）又は同条第５項第８号に規定する特定非課税

　管理勘定（以下この項において「特定非課税管理勘定」という。）から」に，「又は非課税

　累積投資契約」を「，非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約」に，「又は累積投

　資勘定」を「，累積投資勘定，特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定」に改める。

第７条　神戸市市税条例の一部を次のように改正する。

　　第７４条第２項中「０．７」を「１」に改める。

第８条　神戸市市税条例の一部を次のように改正する。

　　第９条の５第１項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に改める。

　　第１３条第１項各号列記以外の部分中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に，

　「同条第１項，第２項，第４項又は第１９項」を「法第３２１条の８第１項，第２項又は第３１ 

　項」に改め，同項第４号中「第３２１条の８第１項，第２項，第４項又は第１９項」を「第３２１条

　の８第１項，第２項又は第３１項」に改め，同項第５号中「第３２１条の８第２２項及び第２３項」

　を「第３２１条の８第３４項及び第３５項」に改め，同条第３項中「第３２１条の８第１項，第２項，

　第４項又は第１９項」を「第３２１条の８第１項，第２項又は第３１項」に，「第３２１条の８第２２ 

　項」を「第３２１条の８第３４項」に，「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め

　る。

　　第１３条の２第４項から第６項までを削り，同条第７項中「及び第４項」を削り，同項を同

　条第４項とする。

　　第１８条第１項第３号ア中「この節」を「この項及び第３０条」に改め，「又は個別帰属法人

　税額」を削り，同項第４号ア中「（法人税法第８１条の１９第１項（同法第８１条の２０第１項の規

　定が適用される場合を含む。）及び第８１条の２２第１項の規定による申告書に係る法人税額を

　除く。）」を削り，「第３項，第７項及び第１１項から第１４項」を「第２項，第６項及び第１０

　項から第１３項」に，「第３項，第６項及び第１０項から第１３項」を「第２項，第５項及び第９

　項から第１２項」に改め，同項第４号の２から同項第４号の４までを削り，同項第４号の５ア

　中「オ」を「ウ」に改め，「又は各連結事業年度」を削り，「過去事業年度等」を「過去事

　業年度」に改め，同号イ中「）又は」を「）若しくは」に，「オ」を「ウに掲げる法人を除
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　く。）又は法第３２１条の８第２項の規定により申告納付する法人（ウ」に改め，「又は同条

　第１７号の２に規定する連結個別資本金等の額」を削り，「過去事業年度等」を「過去事業年

　度」に改め，同号ウ及びエを削り，同号オを同号ウとし，同号を同項第４号の２とする。

　　第１９条第６項中「第３２１条の８第４２項から第４５項」を「第３２１条の８第５２項から第６８項」に

　改める。

　　第２６条第９項中「第３０条第９項」を「第３０条第８項」に改める。

　第２９条第３項第２号中「又は同条第３項」及び「又は納付を」を削り，「これらの法人の

同条第２項に規定する連結事業年度開始の日から６月」を「当該法人の法第３２１条の８第２

項」に改め，同項中第３号を削り，第４号を第３号とし，同条第４項中「，同項第２号の連

結事業年度開始の日から６月の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期

間又は同項第４号」を「若しくは同項第２号の期間又は同項第３号」に改め，同条第５項中

「第３項第１号から第３号まで」を「第３項第１号及び第２号」に改め，同条第８項を削る。

　第２９条の２第１項中「又は個別帰属法人税額」を削り，同条第２項中「第３２１条の８第１

項の規定によつて申告納付するものにあつては同項」を「第３２１条の８第１項」に改め，「，

同条第４項の規定によつて申告納付するものにあつては同項に規定する連結法人税額の課税

標準の算定期間の末日現在」を削り，同条第３項中「又は個別帰属法人税額」を削り，同条

第４項中「又は連結法人税額」を削り，「課税標準の算定期間の月数」を「月数」に改める。

　第３０条第１項中「第４項，第１９項，第２２項及び第２３項」を「第３１項，第３４項及び第３５項」

に，「第７項及び第８項」を「第６項，第７項及び第９項」に，「第４項，第１９項及び第２３

項」を「第３１項及び第３５項」に，「同条第２２項」を「同条第３４項」に，「第３項」を「第２

項後段」に改め，同条第２項中「又は各連結事業年度」を削り，「第６６条の７第５項及び第

１１項又は第６８条の９１第４項及び第１０項」を「第６６条の７第４項及び第１０項」に，「第３２１条

の８第２４項」を「第３２１条の８第３６項」に改め，同条第３項中「又は各連結事業年度」を削

り，「第６６条の９の３第４項及び第１０項」を「第６６条の９の３第３項及び第９項」に，「第

３２１条の８第２５項」を「第３２１条の８第３７項」に改め，同条第４項中「第３２１条の８第２６項」

を「第３２１条の８第３８項」に改め，同条第６項を削り，同条第７項中「第３２１条の８第４３項」

を「第３２１条の８第５３項」に，「第９項」を「第８項」に改め，同項を同条第６項とし，同

条中第８項を第７項とし，同条第９項中「第７項」を「第６項」に改め，同項を同条第８項

とし，同条第１０項中「第７項」を「第６項」に，「第７５条の４第２項（同法第８１条の２４の３

第２項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により同法第７５条

の４第２項」を「第７５条の５第２項の規定により同項」に改め，「若しくは同法第８１条の２４

の３第１項」を削り，「同法第７５条の４第３項（同法第８１条の２４の３第２項において準用す

る場合を含む。第１７項において同じ。）」を「同条第３項」に，「同法第７５条の４第１項」

を「同条第１項」に改め，「又は同法第８１条の２４の３第１項の規定により指定する期間（同

条第２項において準用する同法第７５条の４第５項の規定により当該期間として当該指定があ

つたものとみなされた期間を含む。）」を削り，同項を同条第９項とし，同条中第１１項を第

１０項とし，第１２項を第１１項とし，同条第１３項中「第１１項」を「第１０項」に，「第１０項前段」

を「第９項前段」に改め，同項を同条第１２項とし，同条第１４項中「第１０項前段」を「第９項

前段」に改め，同項を同条第１３項とし，同条第１５項中「第１０項」を「第９項」に，「第７

項」を「第６項」に改め，同項を同条第１４項とし，同条第１６項中「第１０項前段」を「第９項
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前段」に，「第７項」を「第６項」に改め，同項を同条第１５項とし，同条第１７項中「第１０項

後段」を「第９項後段」に，「第１５項」を「第１４項」に，「第７５条の４第３項」を「第７５条

の５第３項」に改め，「（同法第８１条の２４の３第２項において準用する場合を含む。）」を

削り，「第７項」を「第６項」に改め，同項を同条第１６項とする。

　第３０条の２中「，第４項又は第２２項」を「又は第３４項」に，「（同条第２項又は第４項の

申告書を提出した法人が連結子法人の場合にあつては，当該連結子法人との間に連結完全支

配関係がある連結親法人（法人税法第２条第１２号の７の２に規定する連結親法人をいう。以

下この節において同じ。）又は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税の額について

国の税務官署の更正を受けたこと）」及び「若しくは個別帰属法人税額」を削る。

　第３０条の３第１項中「若しくは個別帰属法人税額」を削り，「これら」を「これ」に，「，

法人税に関する法律の規定によつて申告し」を「，法人税に関する法律の規定により申告

し」に改め，「若しくは法人税に関する法律の規定によつて申告し，修正申告し，更正され，

若しくは決定された連結法人税額に係る個別帰属法人税額（「確定個別帰属法人税額」とい

う。以下この項から第３項までにおいて同じ。）」を削り，「若しくは予定申告に係る連結

法人の法人税割額が同条」を「若しくは法人税において予定申告義務がない法人の予定申告

に係る法人税割額が同条」に，「よつて確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額」を

「より確定法人税額」に改め，同条第２項中「，第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改

め，「又は確定個別帰属法人税額」を削り，同条第３項中「若しくは個別帰属法人税額」及

び「若しくは確定個別帰属法人税額」を削り，「これら」を「これ」に改め，同条第４項中

「第３項」を「前３項」に，「よつて」を「より」に，「においては」を「には」に改め，

同条第５項中「第３２１条の８第２０項」を「第３２１条の８第３２項」に，「よつて」を「より」に

改め，「又は当該連結事業年度分」を削る。

　第３０条の３の２第１項中「及び次条第１項」を削り，「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条

の８第３５項」に，「第３０条の２」を「第３０条の４」に改める。

　第３０条の３の３を削る。

　第３１条第１項中「よつて」を「より」に，「においては」を「には」に改め，「又は個別

帰属法人税額」を削り，同条第２項中「又は連結法人税額の課税標準の算定期間（。以下こ

の項及び次項において「算定期間」という。）」及び「又は個別帰属法人税額」を削り，

「あん分」を「按分」に改め，同条第３項第１号及び第２号中「算定期間の中途」を「法人

税額の課税標準の算定期間の中途」に改め，同項第３号中「算定期間中」を「法人税額の課

税標準の算定期間中」に改める。

　附則第３条第２項中「及び第４項」を削る。

　附則第３条の２第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第８１条の２４第１項の規定によ

り延長された法第３２１条の８第４項に規定する申告書の提出期限」を削り，同条第２項中

「又は法第３２１条の８第４項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間」を削る。

　附則第７条中「附則第８条の２の２第７項又は第９項」を「附則第８条の２の２第４項」

に，「同条第７項から第１２項」を「同条第４項から第６項」に改める。

第９条　神戸市市税条例の一部を次のように改正する。

　　第２０条の３第１項第１１号中「年齢１６歳以上の」を「次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次

　に定める」に改め，同号に次のように加える。
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　　　ア　所得税法第２条第１項第３号に規定する居住者　年齢１６歳以上の者

　　　イ　所得税法第２条第１項第５号に規定する非居住者　年齢１６歳以上３０歳未満の者及び

　　　　年齢７０歳以上の者並びに年齢３０歳以上７０歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれか

　　　　に該当するもの

 契　留学により法の施行地に住所及び居所を有しなくなつた者

 形　障害者

 径　本市の市民税の納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支

　　　　　払を３８万円以上受けている者

第１０条　神戸市市税条例の一部を次のように改正する。

　　第１９条第１０項中「及びマンション敷地売却組合」を「，マンション敷地売却組合及び敷地

　分割組合」に改める。

　（市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第１１条　神戸市市税条例等の一部を改正する条例（令和元年７月条例第１３号）の一部を次のよ

　うに改正する。

　　第４条のうち神戸市市税条例第１９条の２第１項第２号の改正規定中「，寡夫又は単身児童

　扶養者」を「又はひとり親」に改める。

　　第２５条第１項中第８号を第９号とし，第７号の次に次の１号を加える改正規定を削る。

　　　附　則

　（施行期日）

第１条　この条例は，公布の日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に

　定める日から施行する。

　⑴　第２条の規定　令和２年１０月１日

　⑵　第３条の規定　令和３年１月１日

　⑶　第４条の規定　特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する

　　法律（令和２年法律第３７号）の施行の日

　⑷　第５条の規定　土地基本法等の一部を改正する法律（令和２年法律第１２号）附則第１項

　　第１号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の１月１日

　⑸　第６条の規定　令和３年４月１日

　⑹　第７条の規定　令和３年１０月１日

　⑺　第８条の規定　令和４年４月１日

　⑻　第９条の規定　令和６年１月１日

　⑼　第１０条の規定　マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え

　　等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律（令和２年法律第６２号）の施行の日

　（延滞金に関する経過措置）

第２条　第３条の規定による改正後の神戸市市税条例（以下「３年１月新条例」という。）附

　則第３条及び附則第３条の２の規定は，前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対

　応する延滞金について適用し，同日前の期間に対応する延滞金については，なお従前の例に

　よる。

　（市民税に関する経過措置）

第３条　別段の定めがあるものを除き，第１条の規定による改正後の神戸市市税条例（以下 
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　「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は，令和２年度以後の年度分の個

　人の市民税について適用し，令和元年度分までの個人の市民税については，なお従前の例に

　よる。

２　別段の定めがあるものを除き，３年１月新条例の規定中個人の市民税に関する部分は，令

　和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し，令和２年度分までの個人の市民税に

　ついては，なお従前の例による。

３　令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る３年１月新条例第２５条第１項の規

　定の適用については，同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは，「地震保険料控除

　額，ひとり親控除額（神戸市市税条例等の一部を改正する条例（令和２年７月条例第１９号）

　第３条の規定による改正前の神戸市市税条例（以下この条において「旧条例」という。）第

　１８条第１項第１２号に規定する寡婦（旧条例第２０条の３第３項の規定に該当するものに限 

　る。）又は旧条例第１８条第１項第１３号に規定する寡夫である第１９条第１項第１号に掲げる者

　に係るものを除く。）」とする。

４　第９条による改正後の神戸市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は，令和６年度

　以後の年度分の個人の市民税について適用し，令和５年度分までの個人の市民税については，

　なお従前の例による。

第４条　別段の定めがあるものを除き，新条例の規定中法人の市民税に関する部分は，施行日

　以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度（所得税

　法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロ

　に掲げる改正規定に限る。）による改正前の法人税法（昭和４０年法律第３４号。以下この条に

　おいて「４年旧法人税法」という。）第１５条の２第１項に規定する連結事業年度をいう。以

　下同じ。）分の法人の市民税について適用し，施行日前に開始した事業年度分の法人の市民

　税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については，なお従前の例による。

２　別段の定めがあるものを除き，第８条の規定による改正後の神戸市市税条例（以下「４年

　新条例」という。）の規定中法人の市民税に関する部分は，附則第１条第７号に掲げる規定

　の施行の日（以下「７号施行日」という。）以後に開始する事業年度（４年旧法人税法第２

　条第１２号の７に規定する連結子法人（以下「連結子法人」という。）の連結親法人事業年度

　（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。）を

　いう。以下同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が７号施行日前に開始した事業年度

　を除く。）分の法人の市民税について適用する。

３　別段の定めがあるものを除き，７号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法

　人事業年度が７号施行日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び７号施行日

　前に開始した連結事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が７号施行日前に開始した連

　結事業年度を含む。）分の法人の市民税については，第８条による改正前の神戸市市税条例

　の規定中法人の市民税に関する部分は，なおその効力を有する。

　（固定資産税に関する経過措置）

第５条　別段の定めがあるものを除き，新条例の規定中固定資産税に関する部分は，令和２年

　度以後の年度分の固定資産税について適用し，令和元年度分までの固定資産税については，

　なお従前の例による。

２　新条例第３５条第３項の規定は，令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用し，令
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　和２年度分までの固定資産税については，なお従前の例による。

３　新条例第３５条第４項の規定は，令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

４　３年１月新条例第４４条の４の規定は，同条例の施行日以後に，同条に規定する現所有者で

　あることを知った者について適用する。

　（市たばこ税に関する経過措置）

第６条　附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した，又は課すべきであった葉巻た

　ばこに係る市たばこ税については，なお従前の例による。

第７条　附則第１条第６号に掲げる規定の施行の日前に課した，又は課すべきであった葉巻た

　ばこに係る市たばこ税については，なお従前の例による。

　（都市計画税に関する経過措置）

第８条　新条例の規定中都市計画税に関する部分は，令和２年度以後の年度分の都市計画税に

　ついて適用し，令和元年度分までの都市計画税については，なお従前の例による。

２　３年１月新条例の規定中都市計画税に関する部分は，令和３年度以後の年度分の都市計画

　税について適用し，令和２年度分までの都市計画税については，なお従前の例による。

　（新型コロナウイルス感染症等に係る個人の市民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措

　置）

第９条　市民税の所得割の納税義務者が，新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため

　の国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５号）第５条第４項に規定する指

　定行事の同条第１項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権 

　（以下「入場料金等払戻請求権」という。）の行使を令和２年２月１日から地方税法施行令

　（昭和２５年政令第２４５号。以下「政令」という。）で定める日までの間にした場合において，

　当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該

　払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは，当該寄附金の支出を入場料金

　等払戻請求権の放棄と，当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻

　請求権の価額とみなして，３年１月新条例附則第２８条第１項及び第２項の規定を適用する。

  規     則  

　神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則及び神戸市労務職員の特殊勤務手当に関す

る規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年６月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第１８号

　　　神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則及び神戸市労務職員の特殊勤務手当に

　　　関する規則の一部を改正する規則

　（職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正）

第１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。
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　　第２条第２項第２号中「消防職員手当」を「感染症予防業務手当（条例附則第３項の規定

　によるものに限る。）及び消防職員手当」に改める。

　　第４条の表こども家庭局こども家庭センターの項を削る。

　　附則を附則第１項とし，同項に見出しとして「（施行期日）」を付し，附則に次の見出し

　及び３項を加える。

　　（新型コロナウイルス感染症に対処するための感染症予防業務手当の特例）

２　条例附則第３項に規定する規則で定める業務は，新型コロナウイルス感染症の患者又は

　その疑いがある患者（以下「患者」という。）を収容する宿泊施設及びこれに準ずる施設

　（以下「宿泊施設等」という。），患者が病院又は宿泊施設等へ移動した経路，患者を移

　送した自動車の内部その他新型コロナウイルス感染症の病原体に汚染され，又は汚染され

　た疑いがある区域において行われる業務であって，次に掲げる業務とする。

　⑴　宿泊施設等の内部で行う連絡及び調整に係る業務

　⑵　患者に接して行う業務

　⑶　新型コロナウイルス感染症の病原体に汚染され，又は汚染された疑いがある場所又は

　　物件の消毒その他処理業務

　⑷　前２号に準ずるものとして市長が認める業務

３　条例附則第４項に規定する規則で定める業務は，次に掲げる業務とする。　

　⑴　患者の身体に接触して行う業務

　⑵　患者に長時間にわたり接して行う業務

　⑶　前２号に準ずるものとして市長が認める業務

４　条例附則第４項に規定する規則で定める額は，次の各号に掲げる業務の区分に応じ，当

　該各号に定める額とする。

　⑴　附則第２項第１号に掲げる業務　日額１，０００円

　⑵　附則第２項第２号から第４号までに掲げる業務（附則第３項各号に掲げる業務を除 

　　く。）　日額３，０００円

　⑶　附則第３項各号に掲げる業務　日額４，０００円

（労務職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正）

第２条　神戸市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。

　　附則に次の１項を加える。

　　（新型コロナウイルス感染症に対処するための第２条の特例）

　３　第２条の規定にかかわらず，条例附則第３項及び第４項の規定は，職員について準用す

　　る。この場合において，条例附則第３項中「第１３条の規定にかかわらず，当分の間」とあ

　　るのは「当分の間」と，条例附則第４項中「第１３条の規定にかかわらず，日額３，０００円」

　　とあるのは「日額３，０００円」と読み替えるものとする。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，令和２年７月１日から施行する。

　（適用期日）

２　第１条の規定による改正後の神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（以下「改
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　正後の規則」という。）第２条第２項第２号及び附則第２項から第４項までの規定は，令和

　２年２月１日から適用する。

３　改正後の規則第４条の規定は，令和２年４月１日から適用する。

４　第２条の規定による改正後の神戸市労務職員の特殊勤務手当に関する規則附則第３項の規

　定は，令和２年２月１日から適用する。

　

―――――――――――――――――

　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施行規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

　　令和２年７月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第１９号

　　　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施行規則の一部を改正す

　　　る規則

　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施行規則（平成３１年４月規則

第１号）の一部を次のように改正する。

　第６条に次の１項を加える。

４　条例第８条第３項第７号に規定する規則で定める事項は，大規模特定事業を実施しようと

　する事業者が法人である場合において，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定めるも

　のとする。

　⑴　当該法人に係る発行済株式の総数の１００分の５以上の数の株式を有する株主があるとき

　　　当該株主の氏名又は名称及び当該株主の有する株式の数

　⑵　当該法人の出資の総額の１００分の５以上を出資している者があるとき　当該者の氏名又

　　は名称及び当該者が出資した金額

　第７条第４号を同条第６号とし，同条第３号中「施設の」を「事業の実施に係る許可を受け

ている特定事業にあっては，当該特定事業に係る」に改め，同号を同条第５号とし，同条第２

号の次に次の２号を加える。

　⑶　変更の内容

　⑷　変更の理由

　第８条第１号中「条例第８条第３項第１号及び第２号」を「条例第８条第３項第１号，第２

号，第６号及び第７号」に改める。

　第９条第５号を同条第７号とし，同条第４号中「施設」を「事業」に改め，同号を同条第６

号とし，同条第３号を同条第５号とし，同条第２号を同条第３号とし，同号の次に次の１号を

加える。

　⑷　変更の内容

　第９条第１号の次に次の１号を加える。

　⑵　特定施設の発電出力

　第１０条第５号を同条第６号とし，同条第４号中「施設」を「事業」に改め，同号を同条第５

号とし，同条第３号を同条第４号とし，同条第２号の次に次の１号を加える。
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　⑶　特定施設の発電出力

　第１２条第１項各号列記以外の部分中「し，かつ，当該届出書には近隣関係者への説明実施記

録，変更内容を証する書面その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない」を「す

る」に改め，同項第５号を同項第６号とし，同項第４号中「施設の」を「事業の実施に係る届

出がなされている特定事業にあっては，当該特定事業に係る」に改め，同号を同項第５号とし，

同項第３号を同項第４号とし，同項第２号を「特定施設の発電出力」に改め，同号の次に次の

１号を加える。

　⑶　変更の内容

　第１２条第２項第５号を同項第７号とし，同項第４号中「施設」を「事業」に改め，同号を同

項第６号とし，同項第３号を同項第５号とし，同項第２号を同項第３号とし，同号の次に次の

１号を加える。

　⑷　変更の内容

　第１２条第２項第１号の次に次の１号を加える。

　⑵　特定施設の発電出力

　第１４条第５号を同条第６号とし，同条第４号中「施設」を「事業」に改め，同号を同条第５

号とし，同条第３号を同条第４号とし，同条第２号の次に次の１号を加える。

　⑶　特定施設の発電出力

　第１５条に次の１項を加える。

３　条例第１６条第２項に規定する規則で定める財務計算に関する諸表は，事業者が法人である

　場合に係る条例第１６条第１項の規定による報告をする日の属する事業年度の直前の事業年度

　における貸借対照表，損益計算書，株主資本等変動計算書，個別注記表及びキャッシュ・フ

　ロー計算書（キャッシュ・フロー計算書にあっては，事業者が作成している場合に限る。）

　とする。

　第１６条第１項第５号を同項第８号とし，同項第４号を同項第５号とし，同号の次に次の２号

を加える。

　⑹　条例に基づく特定事業の実施に係る許可を受けている特定事業にあっては，当該特定事

　　業に係る許可番号及び許可年月日

　⑺　条例に基づく特定事業の実施に係る届出がなされている特定事業にあっては，当該特定

　　事業に係る受理番号及び受理年月日

　第１６条第１項第３号を同項第４号とし，同項第２号を同項第３号とし，同項第１号の次に次

の１号を加える。

　⑵　特定施設の発電出力

　第１９条を第２０条とし，第１８条を第１９条とする。

　第１７条中「第１８条第２項」を「第２４条第２項」に改め，同条を第１８条とする。

　第１６条の次に次の１条を加える。

　（特定事業の承継に係る届出）

第１７条　条例第１８条第３項の規定による届出は，次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提

　出することにより行うものとする。

　⑴　特定事業を承継した者の氏名及び住所（法人にあっては，その名称，代表者の氏名及び

　　主たる事務所の所在地）
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　⑵　承継した特定事業の特定施設の発電出力

　⑶　承継した特定事業の事業区域の所在地及び面積

　⑷　特定事業を承継した日

　⑸　条例に基づく特定事業の実施に係る許可を受けている特定事業にあっては，当該特定事

　　業に係る許可番号及び許可年月日

　⑹　条例に基づく特定事業の実施に係る届出がなされている特定事業にあっては，当該特定

　　事業に係る受理番号及び受理年月日

　⑺　承継した特定事業が大規模特定事業である場合にあっては，条例第２３条に規定する損害

　　賠償責任保険への加入に関する事項

　⑻　前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事項

　別表第１第１号ア恵中「崖面を擁壁で覆わない崖」を「特定工作物が設置される地盤」に，

同ア慶中「崖面を擁壁で覆わない崖」を「特定工作物が設置される地盤」に，「適切な」を

「芝張り，モルタルの吹付けその他の適切な」に改め，同アに次のように加える。

　慧　事業区域内の全ての地盤には，雨水を含む地表水その他の水（以下「地表水等」とい 

　　う。）を排水施設まで適正に流下できるように勾配を付すること。

　別表第１第１号イ中「雨水を含む地表水その他の水（以下「地表水等」という。）」を「地

表水等」に改め，同表第３号ア中「次」を「次の契及び形（大規模特定事業に係る特定施設に

あっては，契及び径）」に改め，同アに次のように加える。

　径　設置工事の完了後においても，当該設置工事の着手の際事業区域内に現に存する森林等

　　の面積の５０パーセント以上（事業区域の面積が５０ヘクタール以上の特定事業にあっては，

　　６０パーセント以上）の面積の森林等が事業区域内に保全されていること。

　様式第２号中「第１７条」を「第１８条」に，「第１８条」を「第２４条」に，「日本工業規格」を

「日本産業規格」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，令和２年１０月１日から施行する。

　（施設基準に係る経過措置）

２　この規則の施行の日の前に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

　（以下「条例」という。）第８条第２項の規定に基づく許可申請書が提出されている事業又

　は第１３条第２項の規定に基づく届出書が提出されている事業に係る条例第４条第２項に規定

　する施設基準は，この規則による改正後の神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理

　に関する条例施行規則第３条及び別表第１の規定にかかわらず，なお従前の例による。

　

―――――――――――――――――

　神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年７月１日

　　　     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第２０号
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　　　神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する

　　　条例施行規則の一部を改正する規則

　神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例

施行規則（平成３０年３月規則第２８号）の一部を次のように改正する。

　第３条中「第４条第１項第１号，第２項若しくは第４項，第７条第２項若しくは第４項，第

８条第１項第１号若しくは第２号，第２項若しくは第４項，第９条第１項第１号，第２項若し

くは第４項，第１０条第１号イ若しくはウ又は第１２条」を「第３条第１項第１号，第２項若しく

は第４項，第６条第１項第１号イ，第２号ア若しくはイ，第３号ア，第２項若しくは第４項，

第７条第１号イ若しくはウ又は第９条」に改める。

　第５条中「第３条第１号若しくは第２号，第４条第１項第２号若しくは第３号，第８条第１

項第３号又は第９条第１項第２号」を「第３条第１項第２号若しくは第３号又は第６条第１項

第４号」に改める。

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　神戸市長の職務の代理に関する規則及び副市長事務分担規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

　　令和２年７月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第２１号

　　　神戸市長の職務の代理に関する規則及び副市長事務分担規則の一部を改正する規則

　（市長の職務の代理に関する規則の一部改正）

第１条　神戸市長の職務の代理に関する規則（平成元年１１月規則第５５号）の一部を次のように

　改正する。　

　　第１条各号を次のように改める。

　　⑴　第１順位　副市長　今西正男

　　⑵　第２順位　副市長　油井洋明

　　⑶　第３順位　副市長　恩田馨

　（副市長事務分担規則の一部改正）

第２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項各号を次のように改める。

　　⑴　今西副市長　行財政局，環境局，経済観光局，都市局及び交通局の所管に属する事務

　　　並びに人事委員会事務局，農業委員会事務局及び市会事務局に関する事務

　　⑵　油井副市長　危機管理室，建設局，建築住宅局，港湾局，消防局及び水道局の所管に

　　　属する事務並びに監査事務局に関する事務

　　⑶　恩田副市長　会計室，文化スポーツ局，福祉局，健康局及びこども家庭局の所管に属

　　　する事務並びに教育委員会事務局及び選挙管理委員会事務局に関する事務

　　第４条第１項を次のように改める。
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　　　今西副市長に事故があるとき，又は今西副市長が欠けたときはその担任事務は油井副市

　　長が，油井副市長に事故があるとき，又は油井副市長が欠けたときはその担任事務は恩田

　　副市長が，恩田副市長に事故があるとき，又は恩田副市長が欠けたときはその担任事務は

　　今西副市長がそれぞれ処理し，２人の副市長に事故があるとき，又は２人の副市長が欠け

　　たときはそれらの担任事務は他の副市長が処理する。

　　　附　則

　この規則は，令和２年７月１３日から施行する。

　　

―――――――――――――――――

　神戸市火災予防規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年７月１日

     神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第２２号

　　　神戸市火災予防規則の一部を改正する規則

　神戸市火災予防規則（昭和３７年６月規則第３４号）の一部を次のように改正する。

　第７条の２第３項第１号を次のように改める。

　⑴　精神の機能の障害により防火教育を適正に行うに当たつて必要な認知，判断及び意思疎

　　通を適切に行うことができない者

　第７条の２第３項第２号中「禁 錮 」を「禁錮」に改める。
こ

　第７条の５中「，同条第３項中「防火教育担当資格者証」とあるのは「防災教育担当資格者

証」と」の次に「，同項第１号中「防火教育」とあるのは「防災教育」と」を加える。

　第１４条第２項ただし書中「，法第７条第１項ただし書の規定により消防長又は消防署長の同

意を要しない場合であつて」を削る。

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

　

  告     示  

神戸市告示第２２６号

　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）第８条第１項

の規定により路上喫煙禁止地区を指定するので，同条第２項において準用する第７条第３項の

規定により次のとおり告示する。当該路上喫煙禁止地区を示す図面は，神戸市環境局環境政策

課に備え置いて，一般の縦覧に供する。

　　令和２年７月１日

 　　　　　   神戸市長　久　元　喜　造　

１　当該路上喫煙禁止地区

　　神戸市中央区布引町４丁目の一部，加納町４丁目の一部（別図のとおり）とする。
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１８０９

２　効力発生年月日

　　令和２年７月２１日
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１８１１

―――――――――――――――――

神戸市告示第２２７号

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

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

次のとおり告示する。    

　　令和２年７月１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　松宮台自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区松宮台２丁目２５番９号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　田代　英樹  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区松宮台１丁目４番１０号  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　規約に定める目的

　　　「本会は，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および形成を図る

　　ことを目的とし，次の各号に掲げる事業を行う。

　　１．会員相互の連絡と親睦を図ること。

　　２．区域内の清掃，緑化推進などの環境整備を図ること。

　　３．集会施設その他の財産の維持管理を図ること。

　　４．福利，厚生等に関すること。

　　５．生活改善，文化，体育等に関すること。

　　６．防火，防犯等に関すること。

　　７．市政との協力および他団体との連絡調整に関すること。

　　８．その他目的達成に必要なこと。」を

　　　　「本会は，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および形成を図

　　　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　集会施設その他の財産の維持管理を図ること。

　　　⑷　福利，厚生等に関すること。

　　　⑸　生活改善，文化，体育等に関すること。

　　　⑹　防火，防犯等に関すること。

　　　⑺　市政との協力及び他団体との連絡調整に関すること。

　　　⑻　その他目的達成に必要なこと。」に改める。   

３　変更の年月日   
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　　令和２年６月２２日   

―――――――――――――――――

神戸市告示第２２８号

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

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

次のとおり告示する。    

　　令和２年７月１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　矢元台自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市垂水区西舞子８丁目５番３０号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　中西　佐智子  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市垂水区西舞子９丁目１２番５号  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「窪　優介」を「中西　佐智子」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市垂水区西舞子８丁目４番２７号」を「神戸市垂水区西舞子９丁目１２番５号」に改

　　める。   

３　変更の年月日   

　　令和２年５月２４日

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第２２９号

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

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

次のとおり告示する。    

　　令和２年７月１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　神戸ジェームス山自治会  

　⑵　主たる事務所  
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１８１３

　　　神戸市垂水区塩屋町７丁目１０番２１号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　長松　隆  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市垂水区塩屋町７丁目１３番１号  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「三好　努」を「長松　隆」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市垂水区塩屋町７丁目１７番６号」を「神戸市垂水区塩屋町７丁目１３番１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２３０号

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

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

次のとおり告示する。 　   

　　令和２年７月１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　自治会法人百合ヶ丘むつみ会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区緑町６丁目３３番１１号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　高見　豊  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区緑町５丁目４番１１号  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「池本　通子」を「高見　豊」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市北区緑町６丁目１番５号」を「神戸市北区緑町５丁目４番１１号」に改める。

３　変更の年月日   

　　令和２年５月１０日   

　

―――――――――――――――――
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神戸市告示第２３１号

　瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の規定による特定施設

の設置の許可の申請があったので，同条第４項の規定により，その概要を次のとおり告示する。

　なお，当該特定施設の設置による環境への影響についての調査に基づく事前評価に関する事

項を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

　　令和２年７月１４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　申請の概要

　⑴　申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　　神戸市北区道場町生野９６番地の１

　　　富士チタン工業株式会社　代表取締役社長　加藤　智洋

　⑵　工場又は事業場の名称及び所在地

　　　神戸市北区道場町生野９６番地の１

　　　富士チタン工業株式会社　神戸工場

　⑶　特定施設に関する事項

　　ア　特定施設の種類

　　　　水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１

　　　　第２６号（ロ）　無機顔料製造業の用に供するろ過施設

　　イ　特定施設の概要

　　※事業場全体における排出水の汚染状態及び量は変更なし

　⑷　汚水等の処理に関する事項

　　　変更なし
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フィルタープレス種　　類

第２６号　ロ　ろ過施設特定施設番号

酸化チタン　１５ｔ／日能　　力

１基基　　数

既設工事着手予定年月日

既設工事完成予定年月日

許可後使用開始予定年月日

２４時間

季節的変動なし

使用時間間隔及び

１日当たりの使用時間

並びに季節的変動の概要

最　大通　常項　　目

４以下４以下水素イオン濃度汚水等

の汚染

状態及

び量

５０３０化学的酸素要求量（㎎/Ｌ）

５０５０浮遊物質量（㎎/Ｌ）

６５汚水量（㎥/日）※
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　⑸　排出水の汚染状況及び量

　　　変更なし

２　縦覧の期間及び場所

　⑴　期間　令和２年７月１４日から令和２年８月４日

　⑵　場所　神戸市環境局環境保全部環境保全指導課

―――――――――――――――――

神戸市告示第２３２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，職員の通勤用車両

駐車使用料収納代行業務を委託したので，同条第２項の規定により告示する。

　　令和２年７月１４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造

１　委託契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社シーエスエス

　　　　代表取締役社長　小阪　博司

　　大阪市中央区備後町３丁目６番２号

２　委託期間

　　令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２３３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１４日

     神戸市長　久　元　喜　造

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　垂水自転車保管所

　　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　

―――――――――――――――――
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問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

垂水区福田５丁目６番２０号

建設局垂水建設事務所

電話　７０７－０２３４

令和２年６月１日台

台

４

１

自転車

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

垂水区西舞子８丁目２０番

１９号

垂水保管所
台

台

４

１

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月４日台

台

４

２

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

０

３

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

塩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月９日台

台

０

２

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月１２日台

台

２

３

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

塩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月１７日台

台

２

１

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月２２日台

台

２

１

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月２６日台

台

２

１

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年６月２６日台

台

８

０

自転車 

原動機付自転車
垂水区管内長期放置
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神戸市告示第２３４号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者を次のとおり

指定した。

　　令和２年７月１４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　公の施設の名称

　　神戸市西区井吹台北町５丁目２番地

　　神戸市立さざんか療護園

２　指定管理者

　　徳島県徳島市名東町１丁目９３番地１

　　社会福祉法人みらい

　　　　理事長　天満　英子

３　指定期間

　　令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

  公     告  

神戸市公告第２９４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２６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）
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兵庫ふ頭他公共上屋止水板他改修工事工 事 名

神戸市兵庫区築地町５，６，７　神戸市長田区南駒栄町１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



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
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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２６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方 法
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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２９５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２６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項
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無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

ポートアイランド３号上屋付属トイレ改修工事工 事 名

神戸市中央区港島４丁目工事場所

令和２年１２月２８日完成期限

便所改修，これに伴う電気・機械設備工事工事概要

「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



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
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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



１８２１

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１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号

令和２年６月２６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」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



神戸市公告第２９６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２６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１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号１８２２

本庄中学校他４校体育館空調設備工事工 事 名

本庄中学校：神戸市東灘区青木４－４－２

住吉中学校：神戸市東灘区住吉山手１－１１－１

御影中学校：神戸市東灘区御影中町５－１－１

鷹匠中学校：神戸市灘区高徳町２－２－１９

上野中学校：神戸市灘区国玉通１－１－１

工事場所

令和２年１１月３０日完成期限

本庄中学校他４校の体育館に空調設備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

その他



１８２３

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１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号

　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年６月２６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



　　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２９７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２６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１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号１８２４

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

千代が丘小学校受変電設備改修工事工 事 名

神戸市垂水区上高丸１－４－２工事場所

令和３年１月２９日完成期限

千代が丘小学校のＰＡＳ以降受変電設備更新工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

電気一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

電気一般の総合点数が９４０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

令和２・３年度

神戸市競争入札



１８２５

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１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号

請負入札参加資格における総合点数をいう。参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　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２６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１３日（月）午前９時～午後８時日 時



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第２９８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２６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年７月１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号１８２６

令和２年７月１５日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

第２日目　令和２年７月１４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

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

神陵台５丁目地区他汚水管改良工事（その２）工 事 名

神戸市垂水区神陵台５丁目　他工事場所

令和３年１月１５日完成期限



１８２７

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１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号

管きょ更生工　φ２５０㎜　Ｌ＝２８０．２２ｍ，

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　公益財団法人｢日本下水道新技術機構」の建設技術審査証明を有す

　る管更生工法で，当該工事の全ての本管径に対応するいずれかの工法

　の使用が可能であること。また，配置予定技術者については，次の①

　及び②に該当する技術者とすること。

　　①上記工法に関する施工監理技術の研修又は講習を修了した者。

　　②下水道管路更生管理技士（一般社団法人　日本管路更生工法品質

　　確保協会），下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）（公益社

　　団法人　日本下水道管路管理業協会）又は，下水道管きょ更生施工

　　管理技士（一般社団法人　日本管更生技術協会）の資格を有する者。

⑷　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑸　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑷⑸中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

令和２年７月１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号１８２８

令和２年６月２６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

「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１５日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑷⑸中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。



１８２９

　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２９９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２６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１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６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

中央図書館空気調和設備他改修工事工 事 名

神戸市中央区楠町７丁目２－１工事場所

令和２年１２月２５日完成期限

中央図書館空気調和設備他改修工事に伴う機械設備・電機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

管一般の総合点数が９６０点以上

　ただし，平成３０年１０月２９日以降の審査基準日のものに限る。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年７月１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号１８３０

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年６月２６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

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

方 法



１８３１

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３００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２６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年７月１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号

令和２年７月15日（水）午前10時30分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

入札説明書等によります。

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

旧アメリカ領事館官舎耐震補強他工事工 事 名

神戸市中央区北野町２丁目９－６工事場所

令和４年７月３１日完成期限

耐震改修工事（主屋・付属屋Ａ），内外装改修（主屋・付属屋Ａ，Ｂ）

便所改修（主屋），外構改修
工事概要



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

令和２年７月１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号１８３２

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級　

　国又は地方自治体が指定する文化財若しくは伝統的建造物である建築

物の改修工事を，元請として平成１７年度以降に完成させた施工実績があ

ること。

　ただし，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

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



１８３３

　　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１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号

令和２年６月２６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

「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１５日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　「取止め通知書」

　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



　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３０１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２６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１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号１８３４

東川崎町緊急対策排水施設築造工事（その２）工 事 名

神戸市中央区東川崎町１丁目工事場所

令和３年１月１５日完成期限

排水構造物工一式　□６００×１，０５０～１，３３６㎜，Ｌ＝１２９．０５ｍ　

付帯工一式　仮設工一式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

土木Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において，有効な神戸市工

事請負入札参加資格における等級をいう。

等級

土木一般の総合点数が９２０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

その他

方との随意契約により締結する予定の有無



１８３５

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１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６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２６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。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月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

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

方 法



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第３０８号

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

　　令和２年７月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年７月１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号１８３６

入札説明書等によります。

令和２年７月１５日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

筒井台中学校他５校体育館空調設備工事工 事 名

神戸市中央区野崎通１－１－３　他工事場所

令和２年１１月３０日完成期限

筒井台中学校，渚中学校，葺合中学校，布引中学校，湊翔楠中学校，港島学園

（後期課程）の体育館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



１８３７

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１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級　　　

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他



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１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号１８３８

令和２年７月１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」

　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



１８３９

神戸市公告第３０９号

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

　　令和２年７月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号

八多連絡所耐震改修及び外壁改修他工事工 事 名

神戸市北区八多町附物７８２－７工事場所

令和３年１月２９日完成期限

耐震改修，外壁改修，これらに伴う電気工事工事概要

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。

　・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。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

令和２年７月１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号１８４０

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年７月１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



１８４１

　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３１０号

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

　　令和２年７月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号

埋蔵文化財センター中央監視装置更新工事工 事 名

神戸市西区糀台６丁目１　西神中央公園内工事場所

令和２年１２月２５日完成期限

中央監視盤，端末伝送装置等の更新工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において，「電気専門」を登録

業種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

その他

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



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１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号１８４２

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年７月１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

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



１８４３

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３１１号

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

　　令和２年７月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

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

王子動物園休憩所解体工事工 事 名

神戸市灘区王子町３－１工事場所

令和２年１０月１５日完成期限

休憩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なう事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

解体工事業に係る建設業の許可建設業の許可



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１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号１８４４

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「解体」を希望業種と

して登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年７月１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）

提出期間

契約監理課提出場所



１８４５

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３１２号

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

　　令和２年７月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年７月１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６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」

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

垂水処理場　本場１系返送汚泥ポンプ他機械設備工事工 事 名

神戸市垂水区平磯１丁目１－６５　垂水処理場内工事場所



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１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号１８４６

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，垂水処理場内の本場１系返送汚泥ポンプ他設備の改築更新を行うも

のである。

本場１系返送汚泥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

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

⑴　平成３０年１０月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



１８４７

　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１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号

令和２年７月１日（水）～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

「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１５日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



神戸市公告第３１３号

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

　　令和２年７月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号１８４８

西出高松前池線（南駒栄）電線共同溝整備工事その１工 事 名

神戸市長田区駒ヶ林町５丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

延長１２５ｍ

［舗装］舗装工（歩車道）８１６㎡　照明工１式

［電線共同溝］　開削土木１式　電線共同溝２，７２１ｍ　電気設備工１２８ｍ

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

土木Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において，有効な神戸市工

事請負入札参加資格における等級をいう。

等級

土木一般の総合点数が９２０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

その他



１８４９

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１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年７月１日（水）～７月１４日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月１５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月１６日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月１７日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。
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３１４号

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

　　令和２年７月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号１８５０

　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

宮本小学校外壁改修他工事工 事 名

神戸市中央区宮本通２丁目１－３６工事場所

令和３年３月１５日完成期限

屋上防水改修工事　一式，外壁改修工事　一式，便所改修工事　一式

上記工事に伴う設備工事　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建設業の許可



１８５１

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１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号

令和２年７月１日（水）～７月１４日（火）受付期間

　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。

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

建築一般の総合点数が１，０３０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――
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※　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）

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月１５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月１６日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年７月１７日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

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



１８５３

神戸市公告第３１５号

　技術提案評価型（ＡⅡ型）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。

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

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

　　令和２年７月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項
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神戸駅周辺地区浸水対策事業工 事 名

神戸市中央区東川崎町４丁目１－１８工事場所

令和９年３月３１日（ただし，ポンプ場供用に伴う施設の引渡しは，令和８年３

月３１日）
完成期限

⑴　設計業務

　①雨水ポンプ場の調査・設計業務

　②雨水幹線（東川崎雨水幹線）及び雨水幹線への雨水排水切替えの調査・設

　　計業務

　③既設雨水幹線（蟹川雨水幹線）の放流先の切替え・吐口の調査・設計業務

　④放流渠・吐口の調査・設計業務

　⑤場内整備の調査・設計業務

　⑥上記に関連して必要となる業務

⑵　施工業務

　①雨水ポンプ場の築造工事

　②雨水幹線（東川崎雨水幹線）の築造工事及び雨水幹線への雨水排水切替え

　　工事

　③既設雨水幹線（蟹川雨水幹線）の放流先の切替え工事及び吐口の築造工事

　④放流渠・吐口の築造工事

　⑤場内整備工事

　⑥上記に関連して必要となる業務

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

⑴　本工事は，技術提案を受けた上で，実施設計及び施工を一括して発注する

　設計･施工一括発注方式の工事である。

⑵　本工事は，技術提案の審査において，提案についての改善を求め，又は提

　案を改善する機会を与える。また，提案を実施するために必要な設計数量・

　単価表等の見積が必要な場合には見積等の提出を求め，予定価格を定める技

　術提案評価型（ＡⅡ型）総合評価落札方式の工事である。

⑶　本工事は，総価契約・単価合意方式の工事である。

⑷　本工事は，本工事に関する設計を自ら行う場合だけでなく，本工事に関す

　る設計を構成員（建設コンサルタント）（以下「設計に係る構成員」という。）

　が行う場合，入札参加者より委託され本工事に関する設計の一部を行う者 

　（以下「設計受託者」という。）との共同による技術提案等も認め，その内

そ の 他



２　入札に参加する者に必要な資格

　　文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含む。
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　容を審査し，評価する事業である。

⑸　本工事で整備した雨水ポンプ場については、維持管理業務に係る委託契約

　を別途締結する予定である。

設計・施工業務に関する事項

単独企業又は特定建設工事共同企業体形態　　　　　　

２社又は３社又は４社構成員の数

共同企業体の各構成員（代表者を含む）に関する条件

その１

土木工事業及び建築工事業に係る特定建設業の許可建設業の許可

土木一式工事の総合評定値が９００点以上，かつ，建築一式工事の総

合評定値が９００点以上

経営事項審査

の結果の点数

下水道法上のポンプ場（揚排水能力３㎥ ／秒以上のものに限る。）

の土木及び建築部分の建設工事を，元請けとして平成１７年度以降

に完成させた施工実績があること。

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。

同一施設で土木と建築が別契約のものでもよい。

なお，新設工事のみでなく，増設工事及び改築工事（大規模の改

築）も実績として認める。

施工実績①

内径２，０００㎜ 以上のシールド工事又は中大口径推進工事を元請け

として，平成１７年度以降に完成させた施工実績を有していること。

施工実績②

その２

機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る特定建設業の許可建設業の許可

機械器具設置工事の総合評定値が１，０００点以上，かつ，水道施設

工事の総合評定値が１，０００点以上

経営事項審査

の結果の点数

下水道法上の終末処理場又はポンプ場において，主ポンプ設備の

設置工事を元請けとして平成１７年度以降に完成させた施工実績が

あること。ただし，補修工事を除く。

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

その３

電気工事業に係る特定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，次に掲げる⑴，

⑵の工事を元請けとして平成１７年度以降に完成させた施工実績が

あること（同一の工事である必要はない。）。ただし，いずれも

補修工事に係るものを除く。

施行実績
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　本工事に関する設計を設計に係る構成員が行う場合，又は建設コンサルタントに設計の一部

を委託する場合に当該建設コンサルタントに必要な資格
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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　水処理又は汚泥処理に係る電気設備工事（自社で製作した動

　力制御盤を用いたものに限る。）。

⑵　高圧受変電設備工事（自社で製作した高圧受変電盤を用いた

　ものに限る。）。

その１，その２，その３いずれの構成員も必ず含むこと。なお，

複数の構成員の資格を１社で満たしてもよい。また，設計業務の

全部又は大部分を一括して委託する場合は，設計企業を構成員に

含むこと。

構成員の組合せ及

び入札参加に含む

べき企業

維持管理業務に関する事項

単独又は必要な条件を持たしている者により構成される維持管理

共同体

形態

⑴　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格者名簿に登録されて

　いる者であること。ただし，名簿に登録されていない者で本入

　札に参加を希望する者は，入札参加資格審査の申請を行うこと。

⑵　下水道処理施設維持管理業者登録規程（昭和６２年建設省告示

　第１３４８号）第２条第１項の規定に基づき国土交通大臣の登録を

　受けていること。

資格

平成１７年度以降，下水道法上の終末処理場又はポンプ場において，

維持管理業務の元請として，あるいは共同企業体の代表者として，

維持管理業務を実施した実績が入札日において１年以上あること。

実績

本件入札参加者が，本工事に関する設計を設計に係る構成員が行う場合，又は建設コンサ

ルタントに設計の一部を委託する場合は，その建設コンサルタント（以下「設計受託者」

という。）に対して，以下の競争参加資格要件を設定する。

単独企業又は必要な資格を満たしている者により構成される設計共同体形態

⑴　神戸市工事請負入札参加資格又は神戸市物品等入札参加資格を有するこ

　と（規則第３条の２第１項又は第２７条の４第１項において読み替えて適用

　する規則第３条の２第１項に規定する認定を受けていること。）

⑵　以下の①から③のいずれかを満たす，設計に係る設計主任技術者及び照

　査技術者を当該設計に配置できること。なお，設計主任技術者と照査技術

　者を兼務することはできない。

　①技術士（上下水道部門（選択科目を「下水道」とする。），又は総合技

　　術監理部門（選択科目を「上下水道部門－下水道」とする。）の資格を

　　有する者であること。

　②ＲＣＣＭ（選択部門は下水道とする。）の資格を有する者であること。

　③外国資格を有する技術者（わが国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他

　　建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限

資格



３　総合評価に関する事項

４　入札及び契約に関する事務を担当する部局

　⑴　入札に関する事務を担当する部局

　　　郵便番号　６５１－００８４　

　　　神戸市中央区磯辺通３丁目１番７号　コンコルディア神戸３階

　　　神戸市建設局下水道部経営管理課業務係（電話番号　０７８－８０６－８０３６）

　　　（以下「経営管理課」という。）

　⑵　契約に関する事務を担当する部局

　　　⑴と同じ。

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付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（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。

６　入札説明書等の交付期間，交付場所及び交付方法

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

８　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所
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　　る。）で，①又は②相当との国土交通大臣認定等を受けている者である

　　こと。

　評価基準として，技術提案書に係る評価項目及びその配点，入札価格等

（消費税相当額を除く。以下同じ。）に係る評価方法及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。

評価基準

　評価は，技術評価点と価格評価点を合計して得られた評価値により行う。評価の方法

令和２年７月1日（水）から令和３年３月４日（木）

ただし，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

ら正午，午後１時から午後５時

交付期間

経営管理課及びホームページ交付場所

無料交付

ホームページより入手する場合は，神戸市ホームページ内の本工事に関するホ

ームページ（https://www.city.kobe.lg.jp/a78445/business/recruit/

kobeeki2020.html）に掲載するので，ダウンロードすること。

交付方法

令和２年７月２７日（月）から８月７日（金）

ただし，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

ら正午，午後１時から午後５時

提出期間

経営管理課提出場所



１８５７

　　経営管理課

９　技術提案書提出の日時及び方法

１０　入札の日時及び場所等

　⑴　持参の場合

　⑵　郵送の場合

１１　開札の日時及び場所

１２　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。

１３　入札書の記載金額

　　落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を

　加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てた金額）

　をもって落札価格とするので，入札者は，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，見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

　書に記載すること。

１４　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。
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令和３年３月５日（金）　午前１０時３０分を予定日時

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３階　

神戸市建設局下水道部第１会議室

場所

令和２年１０月２１日（水）から１０月２２日（木）午前９時から正午，午後１時から

午後５時

日時

経営管理課への持参による方法

令和３年３月４日（木）　午前９時から午前１０時まで日時

　入札書を，必要書類（詳細は入札説明書による。）を添付の上，封筒に入れ

封緘し，封筒の表に「入札書在中」と朱書し，下記窓口に提出すること。
方法

経営管理課場所

　入札書を，必要書類（詳細は入札説明書による。）を添付の上，封筒に入れ

封緘し，さらに別の封筒（様式は自由）に入れ，封筒の表に「入札書在中」と

朱書し，書留郵便で送付すること。

方法

　持参の場合の日の前日の午後５時までに，下記あて先に到着していること。日時

郵便番号　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３階

神戸市建設局下水道部経営管理課業務係

あて先



　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　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑿　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⒀　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。

１５　落札者の決定方法

　　入札価格が予定価格の制限の範囲内である者のうち，評価値の最も高い者を落札者としま

　す。ただし，落札者となるべき者の入札価格によっては，低入札価格調査手続要綱に基づき，

　その者を落札者としないことがあります。

　　また，評価値の最も高い者が２人以上あるときは，くじにより落札者を決定します。この

　場合，当該入札者がくじを引かない場合は，入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落

　札者を決定します。

　　なお，予定価格を超過した価格をもって入札した者は，失格とします。

１６　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。

１７　その他

　⑴　神戸市工事請負競争入札参加資格を有すると認定されていない者の参加（設計受託者の

　　場合は，当該資格又は神戸市物品等入札参加資格。以下同じ。）

　　　本件入札への参加を希望される時点で神戸市工事請負入札参加資格を有すると認定され

　　ていない場合は，入札参加にあたって，別途当該資格の認定に関する申請を行い，その認

　　定を受ける必要があります。申請に必要な手続きは，下記のとおりです。

　　ア　申請先　

　　　　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）

　　イ　申請に必要な書類の入手方法

 上記申請先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）無料で交付する。

　　ウ　申請期限

 令和２年８月７日（金）午後５時まで

　⑵　入札の適正さが阻害されると認められる資本関係又は人的関係のある複数の者の参加の

　　制限

　　　この入札に参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当する場合

　　には、該当する者のした入札は全て無効とします。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。

　　ア　資本関係
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 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及び会

　　　社法施行規則第３条による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更生法

　　　第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２条

　　　第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。

　　　契　親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。

　　　　以下同じ。）と子会社の関係にある場合

　　　形　親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

　　イ　人的関係

 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、契については、会社の一方が更生会

　　　社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。

　　　契　一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が、他方

　　　　の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合

　　　形　一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事

　　　　再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。

　　ウ　その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

　　　　その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

　⑶　入札説明書の内容は，神戸市ホームページ内の本工事に関するホームページ

　　（https://www.city.kobe.lg.jp/a78445/business/recruit/kobeeki2020.html）により見

　　ることができます。

１８　Summary

―――――――――――――――――

神戸市公告第３２８号

　都市緑地法（平成１６年法律第１０９号）第５４条第２項の規定により緑地協定を認可したので，

同条第３項において準用する同法第４７条第２項の規定により，次のとおり公告するとともに，

当該緑地協定の写しを次の縦覧場所に備えて，公衆の縦覧に供します。

　　令和２年７月１４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号

Flood prevention works in the vicinity of Kobe StationSubject matter of the contract

 5:00 P.M. 7 August,2020

The closing date and time for the submission of 

application forms and attached documents for 

the qualification confirmation

9:00 A.M.～10:00 A.M. 4 March,2021The date and time for the submission of tenders

Operations Section, Management Division, Sewage Works 

Department, Public Construction Projects Bureau, Kobe City 

Government Concordia 3F, 3-1-7 Isobe-dori, Chuo-ku, Kobe,

Japan 651-0084

TEL 078-806-8036

A contact point 

where tender 

documents are 

available



１　緑地協定の名称

　　マスターズマンション神戸学園都市中楽坊　緑地協定

２　緑地協定区域

　　神戸市垂水区多聞町字小束山８６８番１３９３、

　　　小束山手１丁目８６８番１１６０

３　緑地協定の縦覧場所

　　神戸市中央区磯辺通３丁目１番７号

　　神戸市建設局公園部計画課

―――――――――――――――――

神戸市公告第３２９号

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

（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により公告します。

　　令和２年７月１４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市東灘区岡本三丁目４３番

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市中央区栄町通４丁目２番１３号

　　　和田興産株式会社

　　　　代表取締役　髙島　武郎

３　許可番号

　　　平成３０年１１月５日　第６９１５号

―――――――――――――――――

神戸市公告第３３０号

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

（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により公告します。

　　令和２年７月１４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市垂水区五色山１丁目１２８０番１

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市中央区栄町通４丁目２番１３号

　　和田興産株式会社

　　　代表取締役　髙島　武郎

３　許可番号

　　平成３１年２月６日　第６９３６号
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　　（変更許可　令和２年５月１２日　第１３７６号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第３３１号

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

（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により公告します。

　　令和２年７月１４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市中央区琴ノ緒町３丁目３９１番の一部，３９２番の一部，４１７番の一部，４１８番の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市中央区栄町通４丁目２番１３号

　　　和田興産株式会社

　　　　代表取締役　髙島　武郎

３　許可番号

　　令和２年５月１９日　第７０２８号

―――――――――――――――――

神戸市公告第３３２号

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

（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により公告します。

　　令和２年７月１４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

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

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

　　８６４番１７４，８６４番１７５，多聞町字小束山８６４番７８の　内３工区

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都港区芝２丁目３２番１号

　　株式会社　長谷工コーポレーション

　　　代表取締役　池上　一夫

３　許可番号

　　平成３０年２月２２日　第６８５９号

　　（変更許可　平成３０年１０月１０日　第１３２４号）

　　（変更許可　令和元年９月２５日　第１３５０号）
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  水  道  局  

神戸市水道告示第５号

　神戸市指定給水装置工事事業者規程（平成１０年３月水道管理規程第１０号）第５条の規定によ

り次のとおり神戸市指定給水装置工事事業者を指定したので，同規程第１０条の規定により告示

する。

　　令和２年６月３０日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

―――――――――――――――――

神戸市水道告示第６号

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

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

の規定により告示する。

　　令和２年７月１４日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　　

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第３９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２６日

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

１　入札に付する事項
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東灘（御影２丁目他）配水管取替工事工 事 名

神戸市東灘区御影２丁目，御影郡家２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，完成期限

廃止年月日
事　　　業　　　所事　　　業　　　者

所　在　地名　　称代表者所　在　地氏名又は名称

令和２年

５月３１日

尼崎市南塚口町７丁目４番１５－

１０２号

株式会社大城建

設
大城　絹子

尼崎市南塚口町７丁目４番１５－

１０２号

株式会社大城建

設

指定年月日
事　　　業　　　所事　　　業　　　者

所　在　地名　　称代表者所　在　地氏名又は名称

令和２年

６月３０日

東京都江戸川区西小岩２－１９－２１

　岩本ビル１Ｆ

株式会社センタ

ー

代表取締役　

圓山　誠

東京都江戸川区西小岩２－１９－２１

　岩本ビル１Ｆ

株式会社センタ

ー

令和２年

６月３０日
高砂市高砂町浜田町１丁目６－３

株式会社宮先商

店

代表取締役　

太田　浩史
高砂市高砂町浜田町１丁目６－３

株式会社宮先商

店
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２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）
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労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和３年３月３１日

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

布設　φ７５（給）－２．２ｍ，φ１００－６４．６ｍ，φ１５０－２７．５ｍ，φ２００－３１９．４ｍ

撤去　φ７５（給）－２．２ｍ，φ１００－１２．１ｍ，φ１５０－７７．６ｍ，φ２００－３１９．５ｍ
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

　水道管開削工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成２１年

度以降に完成させた施工実績があること。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。　

　ただし，等級が土木Ａ，Ｂ又はＣであり，令和２・３年度神戸市競争

入札参加資格の土木一般の総合点数が９２０点以上のものは施工実績の提

出は不要とする。

施工実績

⑴　神戸市内に本店を有すること。

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

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　
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　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２６日（金）～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」

方 法



１８６５

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４６号

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

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１２条及び神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）

第２１条の１４の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年７月１４日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　落札に係る物品の名称

　　口径２０㎜ 水道メーター（新調品）購入その２

２　数量

　　８，０００個

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

５　落札者を決定した日

　　令和２年６月１６日

令和２年７月１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　「取止め通知書」



６　落札者の氏名及び住所

　　東洋計器㈱　大阪支店

　　　　支店長　藤井　拓哉

　　大阪府吹田市南金田１丁目８－８

７　落札金額

　　１９，１６０，０００円

８　契約の相手方を決定した手続

　　規程第９条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲内で最

　低の価格をもって入札した者を落札者としました。

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

　　令和２年４月２２日

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第４７号

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

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１２条及び神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）

第２１条の１４の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年７月１４日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　落札に係る特定役務の名称

　　口径２０㎜ 水道メーター（修理品）その２

２　数量

　　１２，０００個

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

５　落札者を決定した日

　　令和２年６月１６日

６　落札者の氏名及び住所

　　㈱ニッコク　関西支店

　　　　　支店長　吉田　幸司

　　和歌山県岩出市岡田９９８番地の１

７　落札金額

　　１４，４００，０００円

８　契約の相手方を決定した手続

令和２年７月１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号１８６６



１８６７

　　規程第９条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲内で最

　低の価格をもって入札した者を落札者としました。

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

　　令和２年４月２２日

  交  通  局  

　交通局職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規程及び神戸市交通局会計年度任用職員の勤

務時間，休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和２年６月３０日

　神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

神戸市交通管理規程第９号

　　　交通局職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規程及び神戸市交通局会計年度任用職員

　　　の勤務時間，休暇等に関する規程の一部を改正する規程

　（交通局職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規程の一部を改正）

第１条　交通局職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規程（昭和２９年１１月交規程第１４号）の

　一部を次のように改正する。

　　第３条の２第５項第２号に次のただし書を加える。

　　ただし，公務上の必要又は天災その他危機管理上やむを得ない状況が生じた場合において，

　管理者が認める職員については，この限りでない。

　（神戸市交通局会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関する規程の一部を改正）

第２条　神戸市交通局会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関する規程（令和元年１２月交規

　程第１３号）の一部を次のように改正する。

　　第４条の次に次の１条を加える。

　　（勤務時間の割振り）

　第４条の２　勤務時間規程第３条の２第４項から第２５項に定める職員の勤務時間の割振り等

　　（以下「フレックスタイム制」という）に関しての規定は，会計年度任用職員に準用する。

　　　附　則

　この規程は，令和２年７月１日から施行する。

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第１８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２６日

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

１　入札に付する事項

令和２年７月１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号



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１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号１８６８

西神変電所・駅電気室他更新工事工 事 名

神戸市西区美賀多台９丁目（西神変電所）

神戸市西区糀台５丁目（西神中央駅電気室）
工事場所

令和４年１２月２８日完成期限

　本工事は神戸市高速鉄道西神・山手線　西神変電所，西神中央駅電気室およ

び西神発電機室の更新を行うもので，機器の更新・撤去工事また，それらに関

する電力ケーブルの敷設・撤去工事を行うものである。

　但し，電力管理システム及び遠隔監視制御装置関連の改造・改修工事は別途

工事にて行う。

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。但し，初年度は，初年度及び翌年度の出来高予定額の４割

以内の額を支払える。

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

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

　普通鉄道（ＪＲ，大手私鉄，公営鉄道）において，次に掲げる２種類

の工事を元請として製作かつ据付し，既設設備との切り替えの更新工事

を平成１７年度以降に完成させた施工実績があること。

①苑Ｃ－ＧＩＳ（キュービクル形ガス絶縁スイッチギア）または薗固体

　絶縁開閉式受電設備（苑薗いずれも標準電圧２２，０００ボルト以上である

　こと）の更新工事

②直流変成設備（標準電圧直流１，５００ボルト以上であること）の更新工

　事

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事にかかるものを除く。

　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。

なお，①，②は同一工事でなくてよい。

施行実績　　　

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。

その他



１８６９

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

令和２年７月１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式で

　ある場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合に

　は「受付最終日」と読み替えること。

令和２年６月２６日（金）～７月１７日（金）　

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

紙書類の提出は，神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２

条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く午前

９時～正午，午後１時～午後５時

（郵送の場合は書留郵便のみ受付可。受付最終日の午後５時までに契約監理課

必着。）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年７月２０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年７月２１日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法



８　入札保証金

　　神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号）第７条第２号の規定により免除しま

　す。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第２１号

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

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争により落札者を決定したので，同令第１２条

及び神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第２７条の１２

の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年７月１日

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

１　落札に係る特定役務の名称及び数量

　　神戸市高速鉄道駅舎清掃業務その１　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

　　神戸市交通局総務課

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号

３　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

令和２年７月１４日   神  戸  市  公  報   第３６６６号１８７０

令和２年７月２２日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無



１８７１

４　落札者を決定した日

　　令和２年５月２２日

５　落札者の氏名及び住所

　　日之出管財株式会社

　　　　代表取締役　竹辻　正

　　神戸市兵庫区塚本通４丁目４番１９

６　落札金額

　　９，５４４万２，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規程第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲内で最

　低の価格をもって入札した者を落札者としました。

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

　　令和２年４月１日

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第２２号

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

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

神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第２７条の１２の規

定により，次のとおり公告します。

　　令和２年７月１日

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

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　神戸市高速鉄道駅舎清掃業務その２　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

　　神戸市交通局総務課

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号

３　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年５月２７日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　日之出管財株式会社

　　　　代表取締役　竹辻　正

　　神戸市兵庫区塚本通４丁目４番１９

６　随意契約に係る契約金額

　　１億３，２４４万円

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

　って入札した者を契約の相手方としました。

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

　　令和２年４月１日

９　随意契約による理由

　　再度の入札に付し落札者がなかったため。

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第２３号

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

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争により落札者を決定したので，同令第１２条

及び神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第２７条の１２

の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年７月１日

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

１　落札に係る特定役務の名称及び数量

　　神戸市高速鉄道駅舎清掃業務その３　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

　　神戸市交通局総務課

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２－１

３　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年５月２２日

５　落札者の氏名及び住所

　　日之出管財株式会社

　　　　代表取締役　竹辻　正

　　神戸市兵庫区塚本通４丁目４番１９

６　落札金額

　　９，２４６万６，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規程第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲内で最

　低の価格をもって入札した者を落札者としました。

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

　　令和２年４月１日

―――――――――――――――――
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神戸市交通公告第２４号

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

　　令和２年７月１日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）
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西神・山手線　レール溶接他工事（令和２年度）工 事 名

西神・山手線　名谷～妙法寺（西行）　　　新長田～長田（東西行）

　　　　　　　大倉山～県庁前（西行）　　総合運動公園～学園都市（西行）

　　　　　　　学園都市～伊川谷（東西行）

工事場所

令和２年１２月２８日完成期限

レール溶接工　２６口　接着絶縁継目交換工　４本　

レール交換工５ｍ×３本　１５ｍ
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　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

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

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

　　神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号）第７条第２号の規定により免除しま

　す。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。
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　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年７月１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



１８７５

　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。

  人 事 委 員 会  

　

　神戸市職員の初任給，昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年６月２６日

神戸市人事委員会事務局　

委員長　芝　原　貴　文　

神戸市人事委員会規則第５号

　　　神戸市職員の初任給，昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則

　（神戸市職員の初任給，昇給等の基準に関する規則の一部改正）

第１条　神戸市職員の初任給，昇給等の基準に関する規則（平成１３年３月人委規則第８号）の

　一部を次のように改正する。

　　第６条第２項中「（以下「社会人採用の職員」という。）」の次に「のうち，行政職給料

　表の適用を受ける職員」を加える。

　　別表第１初任給基準表中「コ　医療職給料表⑵初任給基準表」を「コ　医療職給料表⑵初

　　任給基準表（社会人採用の職員を除く）」に改め，コの次に次のように加える。

サ　医療職給料表⑵初任給基準表（社会人採用の職員）

　（昇任の選考に関する規則の一部改正）

第２条　昇任の選考に関する規則（昭和３５年４月人委規則第２号）の一部を次のように改正す

　る。

　　別表第１係長昇任選考基準表備考第６項中「上表（その１）番号１に掲げる職」を「上表

　（その１）番号１又は番号２の職のうち，保健師をもって補充する係長又はこれに準ずる 

　職」に改める。　

　（昇格に関する規則の一部改正）

第３条　昇格に関する規則（平成２８年４月人委規則第２号）の一部を次のように改正する。
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無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

初任給学歴免許等職種

２級１０号給大学卒保健師

２級６号給
看護師養成所

３年制卒



　　別表職務の級昇格基準表備考第１５項中「番号２及び番号６」を「番号２，番号６及び（そ

　の２）番号３の保健師」に改め，同項下表に次のように加える。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，令和２年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

　（在職者調整等）

２　施行日の前日から引き続き医療職給料表⑵の適用を受ける職員であって，改正前の神戸市

　職員の初任給，昇給等の基準に関する規則（以下「改正前の規則」という。）の適用により

　初任給が決定された職員について，第１条による改正後の神戸市職員の初任給，昇給等の基

　準に関する規則第３条第１項の規定により初任給が決定された職員との均衡上必要があると

　認められる限度において，必要な調整を行うことができる。

３　施行日の前日から引き続き医療職給料表⑵の適用を受ける職員であって，改正前の規則の

　適用により初任給が決定された職員について，第２条による改正後の昇任の選考に関する規

　則別表第１係長昇任選考基準表備考第６項の規定により前歴を通算する職員との均衡上必要

　があると認められる限度において，必要な調整を行うことができる。

４　施行日以後に新たに改正後の神戸市職員の初任給，昇給等の基準に関する規則又は改正後

　の昇任の選考に関する規則の適用を受けることとなる職員について，任用の事情等を考慮し

　て附則第２項又は前項の規定による調整を受ける職員との均衡上必要があると認められると

　きは，当該職員について，附則第２項又は前項の規定に準じて必要な調整を行うことができ

　る。

―――――――――――――――――

　神戸市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

　　令和２年６月２６日

神戸市人事委員会　　　　

委員長　芝　原　貴　文　

神戸市人事委員会規則第６号

　　　神戸市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の施行規則の一部を改正する規則

　神戸市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の施行規則（平成６年１２月人委規則第７号）の

一部を次のように改正する。

　第１条の３第１項第２号に次のただし書を加える。

　ただし，公務上の必要がある場合又は天災その他危機管理上やむを得ない状況が生じた場合

において，任命権者が認める職員については，この限りでない。

　　　附　則

　この規則は，令和２年７月１日から施行する。　
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３６０．５
０．５――大学卒

保健師３
２――短大卒



１８７７

  市 会 事 務 局  

　神戸市会政務活動費の収支報告書等の閲覧に関する規程の特例に関する規程をここに公布す

る。

　　令和２年６月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市会議長　壬　生　　　潤　

神戸市会規程第２号

　　　神戸市会政務活動費の収支報告書等の閲覧に関する規程の特例に関する規程

　令和元年度中に交付を受けた政務活動費の収支報告書等の閲覧に係る神戸市会政務活動費の

収支報告書等の閲覧に関する規程（平成２５年２月市会規程第２号）第２条の規定の適用につい

ては，同条中「８０日」とあるのは「１２０日」とする。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規程は，公布の日から施行する。

　（この規程の失効）

２　この規程は，令和２年９月１８日限り，その効力を失う。

  訂     正  

　平成２９年５月３０日付神戸市公報第３５０９号に掲載の神戸市人事委員会規則第１号について，誤

りがありましたので次のとおり訂正します。

（９５８頁　上から２４行目）

誤　同表備考第６項中「５年」を「３年」に改める

正　同表備考第６項中「５年未満」を「３年未満」に改める
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