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　　　　［文化スポーツ局中央図書館総務課］
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   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の名称の

　変更   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による施術者の指定
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▽生活保護法等による施術者の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定施術者の事業の廃

　止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による介護機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の名称の

　変更   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による医療機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の名称の

　変更   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による施術者の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による介護機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の名称等

　の変更   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による医療機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の名称の

　変更   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による施術者の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による介護機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の名称の

　変更   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による医療機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による施術者の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定施術者の事業の廃

　止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による介護機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による医療機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の名称等

　の変更   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の指定の

　辞退   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定施術者の事業の廃

　止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による介護機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の名称の

　変更   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の指定の

　辞退   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による医療機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の指定の

　辞退   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　休止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による施術者の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定施術者の事業の廃

　止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の指定の

　辞退   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　休止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定

　施設の設置許可申請の概要及び事前評価に

　関する事項を記載した書面の縦覧

　　　　［環境局環境保全部環境保全指導課］

▽道路法による道路の区域変更及び供用開始

　（市道　有野里１３３号線）

  　［建設局道路管理課］

公      告

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（平野地域福祉センター外壁他改修

　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（房王寺保育所空調設備更新工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（玉津南公民館空調設備更新工事）

  ［行財政局契約監理課］
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▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（平野三木線歩道設置工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（舞子ポンプ場　脱臭設備工事）

  ［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（長田楠日尾線（下沢通）電線共同

　溝整備工事その３）［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（今津１号雨水幹線築造工事）＜合

　併入札＞ ［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（西山小学校外壁改修他工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（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］

▽簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制

　限付一般競争入札による契約の締結（大石

　東町５丁目地区他汚水管改築更新工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制

　限付一般競争入札による契約の締結（有野

　六甲線道路防災対策工事（６工区））

  ［行財政局契約監理課］

▽簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制

　限付一般競争入札による契約の締結（妙法

　寺川（車地区）改修工事　その７）

  ［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（楠住宅２号棟給排水管改修工事）

  ［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（つつじが丘地域福祉センター外壁

　他改修工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和２年度北管内舗装補修工事そ

　の１）  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（古川第二住宅エレベーター改修工

　事）  ［行財政局契約監理課］

▽標準型総合評価落札方式制限付一般競争入

　札による契約の締結（六甲アイランド東部

　公共上屋新築工事）［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（令和２年度下半期共通物品（トイレット

　ペーパー）） ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（東部市場日常・定期清掃業務）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（大型ごみ収集運搬業務（Ａ地区））

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（大型ごみ収集運搬業務（Ｂ地区））

  ［行財政局契約監理課］

▽神戸市都市景観条例による協議の申出及び

　当該申出に係る書面及び図書の写しの縦覧

  　［都市局景観政策課］

▽開発行為に関する工事の完了（垂水区名谷

　町）   　［都市局指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（垂水区歌敷

　山１丁目）  　［都市局指導課］

水   道   局

▽水道局職員の勤務時間，休日及び休暇に関

　する規程の一部を改正する規程

  　［水道局経営企画課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（液体クロマトグラフ質量分析計（一式））

  　［水道局水質試験所］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（口径２０亜水道メーター（新調品）購入そ

　の３）  ［水道局西部センター］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（口径２０亜水道メーター（修理品）その３）

  ［水道局西部センター］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（　西（玉津町今津）統合管移設工

　事）   　［水道局配水課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（上ヶ原浄水場旧管理事務所棟他解

　体撤去工事）  　［水道局施設課］

交   通   局

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（西神・山手線，北神線西神中央駅他１５駅

　可動式ホーム柵整備事業）

 　　　［交通局高速鉄道部施設課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（西神・山手線　レール交換工事

　（令和２年度）その１）　［交通局総務課］

人 事 委 員 会 

  　　　

▽神戸市職員採用試験（選考）案内（令和２

　年度神戸市職員（高専・短大卒（事務），

　高校卒）・神戸市消防職員（大学卒（航海），

　高専・短大卒，高校卒）採用試験ほか）

 　　　［人事委員会事務局任用課］
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１８８１ 令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

そ   の   他

▽令和元年度神戸市職員共済組合決算

  ［神戸市職員共済組合］ ２０２２



  条     例  

　神戸市立図書館条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年７月３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第２０号

　　　神戸市立図書館条例の一部を改正する条例

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

　第２条の表神戸市立三宮図書館の項中「神戸市中央区雲井通５丁目１番２号」を「神戸市中

央区小野浜町１番４号」に改め，同表神戸市立須磨図書館の項の次に次のように加える。

　第３条第１号中「，博物館等」を「，博物館その他これに類する施設」に改める。

　　　附　則

　（施行期日等）

１　この条例は，公布の日から起算して３年を超えない範囲内において規則で定める日（以下

　「施行日」という。）から施行する。ただし，第３条第１号の改正規定及び附則第３項の規

　定は，公布の日から施行する。

２　前項本文の規定にかかわらず，神戸市立名谷図書館の供用を開始する日は，公布の日から

　起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日とする。

　（準備行為）

３　この条例による改正後の神戸市立図書館条例（以下この項において「新条例」という。）

　を施行するために必要な神戸市立名谷図書館に係る指定管理者の指定その他の準備行為は，

　施行日前においても，新条例の例によりすることができる。

  告     示  

神戸市告示第２３９号

　令和２年第１回定例市会で令和２年６月２４日議決された令和２年度神戸市各会計補正予算は，

次のとおりである。

　　令和２年７月２１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造

令和２年度神戸市一般会計補正予算

　令和２年度神戸市一般会計補正予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １８８２

神戸市須磨区中落合２丁目２番４号神戸市立名谷図書館
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１８８７

令和２年度神戸市介護保険事業費補正予算

　令和２年度神戸市介護保険事業費補正予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

１　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７，７３９千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入

　歳出それぞれ１４５，２２８，０７８千円とする。

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

　金額は，「第１表　歳入歳出予算補正」による。

―――――――――――――――――

 

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号



神戸市告示第２４０号

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２４１号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の名称等

に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第２４２号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １８８８

指定年月日所在地名称

令和元年８月１０日神戸市東灘区青木５丁目５番１３号住吉脳外科クリニック

令和元年７月１日神戸市中央区相生町３丁目１番２号医療法人木村内科

令和元年７月１日神戸市西区糀台５丁目１０番２号医療法人社団マスイ耳鼻咽喉科

令和元年１０月１日神戸市北区日の峰３丁目２番５号ほそかわ歯科クリニック

令和元年８月２０日神戸市中央区伊藤町１１０番２号神戸ルミナスデンタルクリニック

変更年月日所在地名称

令和元年１１月１日神戸市西区大沢１丁目１４番４７号

（新）もりのぶクリニック

（旧）医療法人社団野上医院



１８８９

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２４３号

　次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活

保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

２　あん摩マッサージ師

３　はりきゅう師

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

廃止年月日所在地名称

令和元年８月９日神戸市東灘区青木５丁目５番１３号住吉脳外科クリニック

令和元年１０月１９日神戸市長田区大橋町４丁目４番９号星野医院

令和元年９月３０日神戸市中央区東川崎町１丁目７番４号　
医療法人社団中山内科リウマチ・

アレルギー科

令和元年６月３０日神戸市中央区相生町３丁目１番２号木村内科

令和元年６月３０日神戸市西区糀台５丁目１０番２号医療法人社団マスイ耳鼻咽喉科

平成３０年８月１６日神戸市長田区日吉町６丁目２番５号やまなか歯科医院

令和元年８月１９日神戸市中央区三宮町１丁目４番３号
医療法人社団菫会神戸ルミナスデ

ンタルクリニック

令和元年１１月３０日神戸市北区菖蒲が丘１丁目５３４番地５９アイリス訪問看護ステーション

令和元年１０月３１日神戸市北区谷上東町１３番地２７
谷上ノリッジクリニック訪問看護

ステーション

令和元年１０月３１日神戸市西区春日台１丁目６番１０号正峰会訪問看護ステーション

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１０月１６日神戸市灘区桜ケ丘町１５番５５号田中　宏樹たなか鍼灸接骨院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１０月１６日神戸市灘区桜ケ丘町１５番５５号田中　宏樹たなか鍼灸接骨院

令和元年１０月２３日神戸市垂水区西舞子２丁目１番４５号木村　正幸ハピネス治療院

令和元年１０月２３日神戸市垂水区西舞子２丁目１番４５号米倉　透ハピネス治療院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１０月２３日神戸市垂水区西舞子２丁目１番４５号木村　正幸ハピネス治療院



　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２４４号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定介護機関の名

称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第２４５号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １８９０

サービス種類変更年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地

当該変更にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和元年

１１月１日

神戸市西区大沢

１丁目１４番４７号

医療法人社団

早穂会

神戸市西区大沢

１丁目１４番４７号

（新）もりの

ぶクリニック

（旧）医療法

人社団野上医

院

令和元年１０月２３日神戸市垂水区西舞子２丁目１番４５号家谷　仁美ハピネス治療院

令和元年１０月２３日神戸市垂水区西舞子２丁目１番４５号谷野　冴子ハピネス治療院

令和元年１０月２３日神戸市垂水区西舞子２丁目１番４５号江崎　功男ハピネス治療院

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

平成３０年

８月１６日

神戸市中央区港

島中町３丁目２

番６号

山中　尚神戸市長田区日

吉町６丁目２番

５号

やまなか歯科

医院



１８９１

　  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２４６号

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和元年

８月１９日

神戸市須磨区東

白川台１丁目１

番地１

医療法人社団

菫会

神戸市中央区三

宮町１丁目４番

３号

医療法人社団

菫会神戸ルミ

ナスデンタル

クリニック

訪問看護　介護予防

訪問看護

令和元年

１１月３０日

神戸市北区菖蒲

が丘１丁目５３４

番地５９

合同会社アイ

リス

神戸市北区菖蒲

が丘１丁目５３４

番地５９

アイリス訪問

看 護ステー

ション

福祉用具貸与　介護

予防福祉用具貸与　

特定福祉用具販売　

特定介護予防福祉用

具販売

令和元年

９月３０日

神戸市長田区二

葉町６丁目７番

１号

チームアシス

ト企業組合

神戸市長田区二

葉町６丁目７番

１号

チームアシス

ト福祉用具セ

ンター

指定年月日所在地名称

令和元年１０月１日神戸市垂水区平磯４丁目４番１９号武村内科

令和元年１１月１日神戸市中央区花隈町６番２２号中原形成外科クリニック

令和元年９月２４日神戸市西区岩岡町岩岡８９０番６号いわもと医院

令和元年１１月１日神戸市灘区水道筋６丁目１番１８号
ＣＡＳＡＮＯＶＡ　ＤＥＮＴＡＬ

　ＣＬＩＮＩＣ

令和元年９月２５日神戸市北区北五葉１丁目７番１０号高橋歯科醫院

令和元年１１月１日神戸市垂水区青山台７丁目６番１号スギ薬局　ジェームス山店

令和元年１１月１日神戸市北区八多町中２３１番１号ウエルシア薬局　神戸北八多店

令和元年１０月１日神戸市西区春日台３丁目１番地７－２０４号訪問看護ステーションつなぐ



神戸市告示第２４７号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２４８号

　次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活

保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

２　あん摩マッサージ師

３　はりきゅう師　

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １８９２

廃止年月日所在地名称

令和元年９月３０日神戸市垂水区平磯４丁目４番１９号武村内科

令和元年９月２３日神戸市西区岩岡町岩岡８９０番６号大上医院

令和元年９月２４日神戸市北区北五葉１丁目６番高橋歯科醫院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１１月７日神戸市長田区駒ケ林町１丁目１３番１０号浦川　達哉さくら鍼灸整骨院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１０月２３日
神戸市垂水区西舞子２丁目１番４５－

１０２号
西尾　太初ハピネス治療院

令和元年１０月１日神戸市北区八多町中８８１番地植田　琢ゆい接骨院

令和元年１１月１日神戸市長田区御屋敷通６丁目４番７号中本　真暢
からだ元気治療院　長

田店

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１０月２３日
神戸市垂水区西舞子２丁目１番４５－

１０２号
西尾　太初ハピネス治療院

令和元年１０月２３日神戸市垂水区西舞子２丁目１番４５－永井　萌ハピネス治療院



１８９３

―――――――――――――――――

神戸市告示第２４９号

　次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定を受けた施術者の

事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

２　あん摩マッサージ師

３　はりきゅう師

―――――――――――――――――

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

１０２号

令和元年１０月２３日
神戸市垂水区西舞子２丁目１番４５－

１０２号
藤原　大樹ハピネス治療院

令和元年１０月１日神戸市北区八多町中８８１番地唯　正和ゆい接骨院

令和元年１１月７日神戸市長田区駒ケ林町１丁目１３番１０号浦川　達哉さくら鍼灸整骨院

令和元年１１月１日神戸市長田区御屋敷通６丁目４番７号中本　真暢
からだ元気治療院　長

田店

令和元年１１月１日神戸市灘区岩屋北町１丁目４番９号井上　泰雅タイガー訪問鍼灸院

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１１月６日神戸市垂水区朝谷町１５番５号浦川　達哉さくら鍼灸整骨院

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１０月２２日
神戸市垂水区多聞台１丁目１０番２０－

４０３号
西尾　太初ハピネス治療院

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１０月２２日
神戸市垂水区多聞台１丁目１０番２０－

４０３号
西尾　太初ハピネス治療院

令和元年１０月２２日
神戸市垂水区多聞台１丁目１０番２０－

４０３号
永井　萌ハピネス治療院

令和元年１０月２２日
神戸市垂水区多聞台１丁目１０番２０－

４０３号
藤原　大樹ハピネス治療院



神戸市告示第２５０号

　次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規

定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２５１号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定介護機関の名

称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

   

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第２５２号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １８９４

サービス種類指定年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該指定にかか

る介護事業所の

所在地

当該指定にか

かる介護事業

所の名称

訪問入浴介護　介護

予防訪問入浴介護　

居宅介護支援

令和元年

８月１日

東京都渋谷区本

町１丁目４番１４

号

アースサポー

ト株式会社

神戸市北区谷上

西町２７番６号

アースサポー

ト神戸北

サービス種類変更年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地

当該変更にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　介護予防

訪問看護

令和元年

９月１日

神戸市中央区野

崎通４丁目１番

２号

医療法人財団

春日野会

（新）神戸市中

央区野崎通４丁

目１番２号

（旧）神戸市中

央区籠池通３丁

目６番１０－１０２

号

訪問看護ステ

ーションかす

がの



１８９５

規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２５３号

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　居宅療養

管理指導　介護予防

訪問看護　介護予防

居宅療養管理指導

令和元年

９月３０日

神戸市垂水区平

磯４丁目４番１９

号

医療法人社団

敬生会

神戸市垂水区平

磯４丁目４番１９

号

武村内科

指定年月日所在地名称

令和元年１１月１日神戸市北区有馬町１７５番地の８先山クリニック

令和元年１２月１日神戸市灘区徳井町５丁目１番７号くろき歯科

令和元年１０月１日神戸市兵庫区石井町８丁目３番１６号オレンジ薬局　神戸石井町店

令和元年１１月１日神戸市垂水区高丸８丁目１３番１５号つなぐ薬局高丸店

令和元年１１月１日神戸市北区有馬町１７５番地の８有馬調剤薬局

令和元年１１月１日神戸市中央区二宮町３丁目１１番９号二宮中央薬局

令和元年１１月１日神戸市西区玉津町高津橋２６２番地の２薬局人丸ファーマシー西神

令和元年１１月１日神戸市長田区松野通３丁目６番６号１階あかり訪問看護ステーション

令和元年１１月１日神戸市須磨区西落合２丁目２番９号
須磨ヤマシン訪問看護ステーショ

ン

令和元年９月１日神戸市北区緑町７丁目１番２６号訪問看護ステーションきみどり

令和元年１１月１日神戸市北区菖蒲が丘１丁目５３４番地の５９ほのか訪問看護ステーション

令和元年１１月１日神戸市中央区野崎通４丁目１番２号訪問看護ステーションかすがの



神戸市告示第２５４号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の名称等

に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２５５号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

　  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２５６号

　次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活

保護法第５５条の３の規定により告示する。

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １８９６

変更年月日所在地名称

令和元年６月１日神戸市垂水区日向２丁目１番２９号

（新）おぎのこどもクリニック

（旧）おぎの小児科神経内科クリ

ニック

廃止年月日所在地名称

令和元年１０月３１日神戸市北区有馬町１８８番地の２３
医療法人社団清信会先山クリニッ

ク

令和元年１２月２日神戸市中央区楠町３丁目３番１３号
一般財団法人順天厚生事業団順天

診療所

令和元年１０月３１日神戸市垂水区高丸８丁目１３番１５号ティエス調剤薬局高丸店

令和元年１０月３１日神戸市北区有馬町２６６番地の５有馬調剤薬局

令和元年１０月３１日神戸市中央区二宮町３丁目１１番９号二宮中央薬局

令和元年１０月３１日神戸市西区玉津町高津橋２６２番地の２薬局人丸ファーマシー西神



１８９７

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　あん摩マッサージ師

２　はりきゅう師

―――――――――――――――――

神戸市告示第２５７号

　次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定を受けた施術者の

事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

あん摩マッサージ師

―――――――――――――――――

神戸市告示第２５８号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定介護機関の名

称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

平成３０年４月１日神戸市垂水区城が山３丁目５番１７号宇仁菅　一郎栄光堂治療院

令和元年１０月１日神戸市北区八多町中８８１番地安富　羽衣ゆい接骨院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１２月１日
神戸市長田区長田町１丁目３番１－

１１６号
矢内　英一

よしだ鍼灸整骨院・整

体院

令和元年１０月１日神戸市北区八多町中８８１番地植田　琢ゆい接骨院

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

平成３０年３月３１日神戸市垂水区城が山５丁目１５番１号宇仁菅　一郎栄光堂治療院

サービス種類変更年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地

当該変更にか

かる介護事業

所の名称



―――――――――――――――――

神戸市告示第２５９号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １８９８

介護予防訪問看護　

介護予防訪問リハビ

リテーション　介護

予防居宅療養管理指

導

令和元年

６月１日

神戸市垂水区つ

つじが丘４丁目

５番３号

医療法人社団

惠仁会

神戸市垂水区日

向２丁目１番２９

号

（新）おぎの

こどもクリニ

ック

（旧）おぎの

小児科神経内

科クリニック

通所介護　認知症対

応型通所介護　介護

予防通所介護　介護

予防認知症対応型通

所介護　居宅介護支

援

令和元年

１１月１日

神戸市中央区磯

上通３丁目１番

３２号

社会福祉法人

神戸市社会福

祉協議会

神戸市北区鈴蘭

台西町１丁目２６

番２号

（新）すずら

んケアプラン

センター

（旧）北在宅

福祉センター

通所介護　認知症対

応型通所介護　介護

予防通所介護　介護

予防認知症対応型通

所介護　居宅介護支

援　介護予防通所

サービス

平成３０年

１２月１日

神戸市中央区磯

上通３丁目１番

３２号

社会福祉法人

　神戸市社会

福祉協議会

神戸市西区春日

台５丁目１７４番

１０号

（新）なでし

こケアセンタ

ー

（旧）西在宅

福祉センター

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　通

所介護　通所リハビ

リテーション　居宅

療養管理指導　介護

予防訪問看護　介護

予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防通所介護　介護予

防通所リハビリテー

ション　介護予防居

令和元年

１０月３１日

神戸市北区有馬

町１８８番地の２３

医療法人社団

清信会先山ク

リニック

神戸市北区有馬

町１８８番地の２３

医療法人社団

清信会先山ク

リニック



１８９９

―――――――――――――――――

神戸市告示第２６０号

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第２６１号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の名称等

に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

宅療養管理指導　居

宅介護支援

通所介護　認知症対

応型通所介護　介護

予防通所介護　介護

予防認知症対応型通

所介護

平成３０年

９月３０日

神戸市中央区磯

上通３丁目１番

３２号

社会福祉法人

神戸市社会福

祉協議会

神戸市須磨区大

田町７丁目３番

１５号

須磨在宅福祉

センター

指定年月日所在地名称

令和元年１２月１日神戸市灘区船寺通１丁目１番２０号おおき歯科医院

令和元年１２月１日神戸市中央区熊内町４丁目５番１３号　くれない訪問看護ステーション

変更年月日所在地名称

令和元年１０月１日神戸市東灘区鴨子ケ原１丁目５番１６号

（新）一般財団法人甲南会甲南医療セ

ンター

（旧）一般財団法人甲南会甲南病院

令和元年１１月１１日神戸市北区有野中町２丁目１６番２５号

（新）ナチュラルデンタルクリニック

（旧）医療法人社団皓歯会かいもと歯

科



―――――――――――――――――

　

神戸市告示第２６２号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

 　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２６３号

　次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活

保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

２　あん摩マッサージ師

３　はりきゅう師   

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９００

廃止年月日所在地名称

令和元年１１月３０日神戸市中央区古湊通１丁目１番１号田熊整形外科

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１２月１日神戸市長田区一番町５丁目８番２号岩崎　正樹たけだ整骨院　長田院

令和元年１２月８日
神戸市灘区水道筋２丁目３３番１－１０１

号
髙見　泰寛高見鍼灸院・接骨院

令和元年１１月１日神戸市東灘区住吉本町２丁目１７番２０号武田　和也すみれ鍼灸整骨院

令和元年１１月１日神戸市東灘区住吉本町２丁目１７番２０号米盛　亮すみれ鍼灸整骨院

令和２年１月１日神戸市西区伊川谷町有瀬１４７番２５号松下　拓郎まつした整骨院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１１月１３日神戸市中央区日暮通５丁目１番３号初島　慎太郎レイス治療院神戸中央

令和元年９月１日神戸市中央区日暮通５丁目１番３号樋上　耕平レイス治療院神戸中央

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１２月１日神戸市北区鈴蘭台北町１丁目１８番１３号辻本　友樹つじもと鍼灸院



１９０１

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２６４号

　次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定を受けた施術者の

事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

２　あん摩マッサージ師

３　はりきゅう師

―――――――――――――――――

神戸市告示第２６５号

　次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年８月３１日神戸市垂水区桃山台２丁目１番１号岩崎　正樹たけだ整骨院桃山台院

令和元年１１月１日
神戸市長田区長田町１丁目３番１－

１１６号
川崎　海斗

よしだ鍼灸整骨院・整

体院

令和元年１２月８日
神戸市灘区水道筋２丁目３３番１－１０１

号
髙見　泰寛高見鍼灸院・接骨院

令和元年１１月１日神戸市東灘区住吉本町２丁目１７番２０号武田　和也すみれ鍼灸整骨院

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１１月２１日神戸市中央区二宮町１丁目１０番２４号初島　慎太郎
マッサージレイス治療

院

令和元年１１月２１日神戸市中央区二宮町１丁目１０番２４号坂井　直子
マッサージレイス治療

院

令和元年１１月３０日神戸市中央区割塚通７丁目２番３号上坂　喜幸
あいぷらマッサージ治

療院

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１１月３０日神戸市北区鈴蘭台南町１丁目１番２号辻本　友樹つじもと鍼灸院



定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

　  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２６６号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定介護機関の名

称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９０２

サービス種類指定年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該指定にかか

る介護事業所の

所在地

当該指定にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　通

所リハビリテーショ

ン　居宅療養管理指

導　介護予防訪問看

護　介護予防訪問リ

ハビリテーション　

介護予防通所リハビ

リテーション　介護

予防居宅療養管理指

導

令和元年

１０月１日

神戸市兵庫区東

山町３丁目１番

８号

医療法人社団

林歯科医院

神戸市兵庫区東

山町３丁目１番

８号

医療法人社団

林歯科医院

居宅介護支援令和元年

１０月２８日

神戸市灘区神ノ

木通４丁目２番

１５号

医療法人愛和

会

神戸市灘区神ノ

木通３丁目１番

４号

指定居宅介護

支援事業所か

なざわ

福祉用具貸与　介護

予防福祉用具貸与　

特定福祉用具販売　

特定介護予防福祉用

具販売

令和元年

９月１１日

神戸市灘区桜口

町２丁目３番１１

号

エース・ワン

株式会社

神戸市灘区桜口

町２丁目３番１１

号

エース・ワン

株式会社

通所介護令和元年

１０月２８日

神戸市灘区神ノ

木通４丁目２番

１５号

医療法人愛和

会

神戸市灘区神ノ

木通３丁目１番

４号

通所介護デイ

サービスセン

ターかなざわ

サービス種類変更年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地

当該変更にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

令和元年

１０月１日

神戸市東灘区鴨

子ケ原１丁目５

番１６号

一般財団法人

甲南会

神戸市東灘区鴨

子ケ原１丁目５

番１６号

（新）一般財

団法人甲南会

甲南医療セン



１９０３

―――――――――――――――――

神戸市告示第２６７号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

ター

（旧）一般財

団法人甲南会

甲南病院

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和元年

１１月１１日

神戸市北区有野

中町２丁目１６番

２５号

医療法人社団

皓歯会

神戸市北区有野

中町２丁目１６番

２５号

（新）ナチュ

ラルデンタル

クリニック

（旧）医療法

人社団皓歯会

かいもと歯科

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

居宅介護支援令和元年

１０月２７日

神戸市灘区神ノ

木通４丁目２番

１５号

医療法人愛和

会

神戸市灘区福住

通１丁目１番１８

号

指定居宅介護

支援事業所か

なざわ

福祉用具貸与　介護

予防福祉用具貸与　

特定福祉用具販売　

特定介護予防福祉用

具販売

令和元年

９月１０日

神戸市灘区永手

町１丁目

エース・ワン

株式会社

神戸市灘区永手

町１丁目１番

１８４号

エース・ワン

株式会社

通所介護　介護予防

通所介護

令和元年

１０月２７日

神戸市灘区神ノ

木通４丁目

医療法人　愛

和会

神戸市灘区神ノ

木通３丁目６番

１８号

通所介護デイ

サービスセン

ターかなざわ

通所介護　認知症対

応型通所介護　介護

予防通所介護　介護

予防認知症対応型通

所介護

平成３０年

９月３０日

神戸市中央区磯

上通３丁目１番

３２号

社会福祉法人

神戸市社会福

祉協議会

神戸市北区鈴蘭

台西町１丁目２６

番２号

すずらんケア

プランセン

ター

通所介護　認知症対

応型通所介護　介護

平成３０年

３月３１日

神戸市中央区磯

上通３丁目

社会福祉法人

神戸市社会福

神戸市中央区磯

上通３丁目１番

中央在宅福祉

センター



―――――――――――――――――

神戸市告示第２６８号

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第２６９号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の名称等

に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９０４

予防通所介護　介護

予防認知症対応型通

所介護　居宅介護支

援

祉協議会３２号

通所介護　介護予防

通所介護

平成３０年

３月３１日

神戸市中央区磯

上通３丁目１番

３２号

社会福祉法人

　神戸市社会

福祉協議会

神戸市西区春日

台５丁目１７４番

１０号

なでしこケア

センター

指定年月日所在地名称

令和２年１月１日神戸市長田区大橋町４丁目４番９号なのはな薬局　新長田店

令和元年１２月１日神戸市中央区明石町３２番地春日野薬局　旧居留地店

変更年月日所在地名称

令和２年１月１日神戸市須磨区前池町１丁目１番１０号

（新）医療法人社団三上医院

（旧）建石医院



１９０５

神戸市告示第２７０号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２７１号

　次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活

保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

２　あん摩マッサージ師

３　はりきゅう師

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

廃止年月日所在地名称

令和元年８月２０日神戸市須磨区飛松町５丁目２番１号医療法人八十嶋病院

令和元年８月２０日神戸市須磨区飛松町４丁目１１番３号八十嶋病院附属歯科診療所

令和元年１２月３１日神戸市北区若葉台４丁目１番１０号ユタカ調剤薬局北鈴店

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１２月１２日神戸市中央区旭通５丁目３番４号森本　瑠美子あんま気分転館

令和元年１２月１２日神戸市中央区旭通５丁目３番４号市川　貴也あんま気分転館

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１２月１日神戸市垂水区上高丸１丁目８番１６号一瀬　孝英いちせ鍼灸整骨院

令和元年１２月６日神戸市北区北五葉１丁目１番１号湯藤　亮オリーブ鍼灸整骨院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１２月９日神戸市中央区元町通４丁目１番６号福島　龍二
Ｋｏｂｅ美容鍼Ｆｕｋ

ｕｓｈｉｍａ鍼灸院

令和元年１２月１２日神戸市中央区旭通５丁目３番４号森本　瑠美子あんま気分転館

令和元年１２月１２日神戸市中央区旭通５丁目３番４号市川　貴也あんま気分転館

令和元年１２月１日神戸市垂水区上高丸１丁目８番１６号一瀬　孝英いちせ鍼灸整骨院



　   

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第２７２号

　次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規

定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２７３号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定介護機関の名

称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９０６

令和元年１２月３日
神戸市須磨区南町３丁目４番８ー４０１

号
矢谷　正紀訪問鍼灸やたに

サービス種類指定年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該指定にかか

る介護事業所の

所在地

当該指定にか

かる介護事業

所の名称

訪問介護令和元年

１２月１日

神奈川県横浜市

　港南区上大岡

西１丁目６番１

号

株式会社ツク

イ

神戸市西区伊川

谷町別府７７３番

２－１１１号

ツクイ神戸伊

川谷有瀬

サービス種類変更年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地

当該変更にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和２年

１月１日

神戸市須磨区前

池町１丁目１番

１０号

医療法人社団

　三上医院

神戸市須磨区前

池町１丁目１番

１０号

（新）医療法

人社団　三上

医院

（旧）建石医

院



１９０７

神戸市告示第２７４号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５１条の２の規定により同法第４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条４項の指定を取り消したので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第２７５号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

サービス種類処分年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該処分にかか

る介護事業所の

所在地

当該処分にか

かる介護事業

所の名称

通所介護　地域密着

型通所介護　介護予

防通所サービス

令和２年

１月１日

神戸市北区南五

葉１丁目２番７

号

合同会社　み

なみ

神戸市北区南五

葉６丁目５番３０

号

デイサービス

朗

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　通

所リハビリテーショ

ン　居宅療養管理指

導　介護予防訪問看

護　介護予防訪問リ

ハビリテーション　

介護予防通所リハビ

リテーション　介護

予防居宅療養管理指

導

令和元年

８月２０日

神戸市須磨区飛

松町５丁目２番

地の１

医療法人八十

嶋病院

神戸市須磨区飛

松町５丁目２番

１号

医療法人八十

嶋病院

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

令和元年

８月２０日

神戸市須磨区飛

松町５丁目２番

地の１

医療法人八十

嶋病院

神戸市須磨区飛

松町４丁目１１番

３号

八十嶋病院附

属歯科診療所



 　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２７６号

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第２７７号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９０８

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

通所介護　介護予防

通所介護

令和元年

１２月３１日

大阪府門真市大

字門真１０４８番地

パナソニック

エイジフリー

株式会社

神戸市北区甲栄

台３丁目４番１０

号

パナソニック

エイジフリー

ケアセンター

北鈴蘭台・デ

イサービス

訪問介護　介護予防

訪問介護　居宅介護

支援

令和元年

１１月３０日

神奈川県横浜市

　港南区上大岡

西１丁目６番１

号

株式会社ツク

イ

神戸市西区竜が

岡４丁目１番２

号

ツクイ神戸竜

が岡

指定年月日所在地名称

令和元年１０月１５日神戸市東灘区深江本町３丁目９番１号六甲福祉会メンタルクリニック

令和元年１２月１日神戸市東灘区深江南町２丁目８番７号小谷医院

令和元年１２月１日神戸市兵庫区中道通３丁目４番２４号神戸みなとまち歯科オーラルケア

令和２年１月１日神戸市東灘区鴨子ケ原１丁目５番１６号日本調剤　甲南薬局

廃止年月日所在地名称

令和元年１２月３１日神戸市東灘区岡本１丁目４番１７号　吉田医院



１９０９

―――――――――――――――――

神戸市告示第２７８号

　次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活

保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

２　はりきゅう師

―――――――――――――――――

神戸市告示第２７９号

　次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定を受けた施術者の

事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　あん摩マッサージ師

２　はりきゅう師 

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

令和元年１１月３０日神戸市東灘区深江南町２丁目８番７－１０５号小谷医院

令和元年１０月１４日神戸市東灘区青木６丁目６番１１号　六甲福祉会メンタルクリニック

令和元年１１月３０日神戸市兵庫区塚本通３丁目１番２４号神戸みなとまち歯科オーラルケア

令和元年１２月３１日神戸市東灘区鴨子ケ原２丁目４番３２号かもめ薬局　甲南店

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年１月２０日神戸市東灘区森南町１丁目５番１号中原　真ノ介甲南山手わだち鍼灸院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年１月６日神戸市灘区水道筋２丁目３番４号鮫島　拓郎水道筋接骨院

令和２年１月２０日神戸市東灘区森南町１丁目５番１号中原　真ノ介甲南山手わだち整骨院

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１２月３１日神戸市東灘区御影中町１丁目１０番８号永森　翔太鍼灸整骨院ＫＡＩ



　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２８０号

　次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規

定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

   

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第２８１号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定介護機関の名

称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

  　

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９１０

サービス種類指定年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該指定にかか

る介護事業所の

所在地

当該指定にか

かる介護事業

所の名称

訪問介護　居宅介護

支援

令和元年

１２月１６日

神戸市中央区元

町通６丁目１番

１号

公益社団法人

兵庫県聴覚障

害者協会

神戸市中央区元

町通６丁目１番

１号

ひょうご聴覚

障害者介護支

援センター

サービス種類変更年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地

当該変更にか

かる介護事業

所の名称

居宅介護支援令和元年

８月１日

神戸市東灘区御

影本町２丁目１５

番２５号

株式会社ドル

トアップ

神戸市東灘区御

影本町２丁目１５

番２５号

（新）あっぷ

介護支援ステ

ーション

（旧）あっぷ

居宅介護支援

事業所

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１２月３１日神戸市東灘区御影中町１丁目１０番８号永森　翔太鍼灸整骨院ＫＡＩ



１９１１

―――――――――――――――――

神戸市告示第２８２号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２８３号

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和元年

１２月３１日

神奈川県相模原

市相模大野３丁

目１４番２０号

トライアドウ

エスト株式会

社

神戸市東灘区鴨

子ケ原２丁目４

番３２号

かもめ薬局　

甲南店

訪問介護　介護予防

訪問介護

令和元年

１１月３０日

神戸市長田区花

山町２丁目１１番

２３号

有限会社　公

文商会

神戸市長田区花

山町２丁目１１番

２３－００１号

ケアサポート

「花山」

訪問介護　介護予防

訪問介護　居宅介護

支援

令和元年

１２月１５日

神戸市中央区相

生町２丁目２番

８号

公益社団法人

兵庫県聴覚障

害者協会

神戸市中央区相

生町２丁目２番

８号

ひょうご聴覚

障害者介護支

援センター

指定年月日所在地名称

令和２年１月１日神戸市東灘区御影２丁目１６番１５号二星こどもクリニック

令和２年１月１日神戸市長田区蓮宮通３丁目５岩本医院

令和２年２月１日神戸市北区西大池２丁目２６番２号やそしま医院

令和２年１月１日神戸市中央区山本通３丁目７番２９号安井歯科医院

令和２年１月１日神戸市東灘区鴨子ケ原１丁目５番１６号かもめ薬局　御影健康館

令和２年１月１日神戸市兵庫区駅南通２丁目２番３０号ミナミファーマシー薬局



―――――――――――――――――

神戸市告示第２８４号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の名称等

に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

　  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２８５号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９１２

令和２年１月１日神戸市垂水区塩屋町４丁目３番４０号訪問看護ステーション助っ人

令和２年２月１日神戸市西区伊川谷町潤和１４４５番地８訪問看護ステーション　グレース

変更年月日所在地名称

令和２年２月１日神戸市西区北山台３丁目１番２号

（新）アイン薬局　神戸北山台店

（旧）桜薬局

廃止年月日所在地名称

令和元年１２月３１日神戸市東灘区御影２丁目１６番１５号二星こどもクリニック

令和元年１１月１１日神戸市長田区蓮宮通３丁目５岩本医院

令和元年１２月３１日神戸市中央区山本通３丁目７番２９号安井歯科医院

令和元年１２月３１日神戸市東灘区鴨子ケ原２丁目４番３２号かもめ薬局　御影健康館

令和元年１２月３１日神戸市兵庫区駅南通２丁目２番３０号ミナミファーマシー薬局

令和元年１２月３１日神戸市兵庫区里山町１番２２４号訪問看護ステーション助っ人



１９１３

神戸市告示第２８６号

　次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活

保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

２　あん摩マッサージ師

３　はりきゅう師　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２８７号

　次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規

定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１２月１日神戸市東灘区森南町１丁目５番１号野崎　芽
すまいる針灸接骨院甲

南みなみ院

令和元年１２月１日神戸市東灘区森南町１丁目５番１号植中　淳平
すまいる針灸接骨院甲

南みなみ院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年１月１日神戸市西区池上４丁目１９番５号中村　恵実伊川谷訪問鍼灸治療院

令和２年１月１日神戸市西区池上４丁目１９番５号松崎　功伊川谷訪問鍼灸治療院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年１月１日神戸市西区池上４丁目１９番５号柏原　大輝伊川谷訪問鍼灸治療院

令和２年１月１日神戸市西区池上４丁目１９番５号中村　恵実伊川谷訪問鍼灸治療院

令和元年１２月１日神戸市東灘区森南町１丁目５番１号仁宇　将太
すまいる針灸接骨院甲

南みなみ院

令和元年１２月１日神戸市東灘区森南町１丁目５番１号植中　淳平
すまいる針灸接骨院甲

南みなみ院

サービス種類指定年月日介護事業者の主

たる事務所の所

介護事業者の

名称

当該指定にかか

る介護事業所の

当該指定にか

かる介護事業



―――――――――――――――――

神戸市告示第２８８号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定介護機関の名

称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９１４

在地所在地所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　通

所リハビリテーショ

ン　介護予防訪問看

護　介護予防訪問リ

ハビリテーション　

介護予防通所リハビ

リテーション

令和２年

１月１日

神戸市東灘区岡

本７丁目５番３４

号

岡田　文治神戸市兵庫区荒

田町４丁目１番

１６号

おかだ整形外

科クリニック

短期入所療養介護　

介護予防短期入所療

養介護　介護老人保

健施設

令和元年

１２月１日

神戸市西区岩岡

町岩岡９１７番１２

号

医療法人社団

　一功会

神戸市垂水区塩

屋北町２丁目２４

番１６号

介護老人保健

施 設　フ ェ

ニックス垂水

キュアセン

ター

居宅介護支援平成３０年

１月１日

神戸市北区藤原

台南町４丁目１５

番１３号

株式会社フレ

ンズ

神戸市北区藤原

台南町４丁目１１

番７号

砂のあしあと

居宅介護支援

事業所

訪問介護令和２年

１月１日

神戸市中央区東

雲通６丁目１番

１８－２号

株式会社ＳＵ

ＧＡコーポ

レーション

神戸市中央区東

雲通６丁目１番

１８－２号

みやび訪問介

護ステーショ

ン

サービス種類指定年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該指定にかか

る介護事業所の

所在地

当該指定にか

かる介護事業

所の名称

介護予防支援・介護

予防ケアマネジメン

ト

平成３１年

４月１日

神戸市北区山田

町上谷上字古々

谷１２番３号

医療法人社団

まほし会

（新）神戸市北

区唐櫃台２丁目

２３番２号

（旧）神戸市北

区唐櫃台２丁目

２３番８号

有馬あんしん

すこやかセン

ター

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和２年

２月１日

北海道札幌市

白石区東札幌五

条２丁目４番３

号

株式会社アイ

ンファーマシ

ーズ

神戸市西区北山

台３丁目１番２

号

（新）アイン

薬局　神戸北

山台店



１９１５

―――――――――――――――――

神戸市告示第２８９号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

　　

―――――――――――――――――

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和元年

１２月３１日

神戸市中央区山

本通１丁目６番

１０号

安井　仁司神戸市中央区山

本通３丁目７番

２９号

安井歯科医院

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和元年

１２月３１日

神奈川県相模原

市　南区相模大

野３丁目１４番２０

号

トライアドウ

エスト株式会

社

神戸市東灘区鴨

子ケ原２丁目４

番３２号

かもめ薬局　

御影健康館

通所介護　介護予防

通所介護

令和元年

１２月３１日

神戸市灘区篠原

北町２丁目５番

１５号

株式会社ウイ

リング

神戸市灘区篠原

北町２丁目５番

１５号

デイサービス

センターウイ

リング

居宅介護支援平成２９年

１２月３１日

神戸市北区藤原

台南町４丁目１５

番１３号

株式会社フレ

ンズ

神戸市北区藤原

台南町４丁目１５

番１３号

砂のあしあと

居宅介護支援

事業所

訪問介護　介護予防

訪問介護

令和元年

１２月３１日

神戸市中央区日

暮通１丁目２番

１号

株式会社（菅）

コーポレーシ

ョン

神戸市中央区日

暮通１丁目２番

１号

みやび訪問介

護ステーショ

ン

（旧）桜薬局

訪問介護令和元年

９月１日

兵庫県芦屋市奥

池町９番２７号

株式会社キャ

ミオジャパン

神戸市灘区大石

南町２丁目８番

７号

（新）ＭＹＯ

ケアサービス

神戸営業所

（旧）きずな

ケアサービス



神戸市告示第２９０号

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

   

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第２９１号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の名称等

に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

  　

―――――――――――――――――

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９１６

指定年月日所在地名称

令和２年１月１日神戸市東灘区住吉宮町４丁目４番１－２１２号杉原クリニック

令和２年１月１日神戸市兵庫区駅南通１丁目２番３４号　みわ眼科

令和２年１月１日神戸市垂水区神陵台７丁目４番１０号阿部内科

令和２年１月１日神戸市西区糀台５丁目６番３号
のじまバスキュラーアクセスクリ

ニック

令和２年１月１日神戸市須磨区飛松町４丁目１１番地の３山田歯科

令和２年１月１日神戸市垂水区福田２丁目１番１８号ゆら歯科クリニック

令和２年１月１日神戸市垂水区旭が丘１丁目３番３５号　ひらの歯科医院

令和２年１月１日神戸市兵庫区塚本通７丁目１番１４号　西部調剤薬局

令和２年２月１日神戸市中央区元町通３丁目１番２０号　神戸元町調剤薬局

変更年月日所在地名称

令和元年１０月１日神戸市灘区山田町３丁目２番２９号

（新）ねもとクリニック

（旧）ねもと内科・外科クリニッ

ク



１９１７

神戸市告示第２９２号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２９３号

　次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活

保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

２　はりきゅう師　

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

廃止年月日所在地名称

令和元年１２月３１日神戸市東灘区住吉宮町４丁目４番１号杉原クリニック

令和元年１０月３１日神戸市兵庫区材木町１番１１号つちやペインクリニック

令和元年１２月３１日神戸市兵庫区駅南通１丁目２番３４号みわ眼科

令和元年１２月３１日神戸市垂水区神陵台７丁目４番１０号阿部内科

令和元年１２月３１日神戸市西区糀台５丁目６番３号
のじまバスキュラーアクセスクリ

ニック

令和元年１２月３１日神戸市垂水区福田２丁目１番１８号ゆら歯科クリニック

令和元年１２月３１日神戸市垂水区旭が丘１丁目３番３５号　ひらの歯科医院

令和元年１２月３１日神戸市兵庫区塚本通７丁目１番１４号　西部調剤薬局

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年２月１日神戸市灘区森後町３丁目５番４３号木村　俊也灘六甲整骨院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年２月１０日
神戸市灘区篠原伯母野山町２丁目２番

１号
中川　佳樹

ハピネスはりきゅう治

療院



―――――――――――――――――

神戸市告示第２９４号

　次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規

定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

 　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第２９５号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定介護機関の名

称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９１８

サービス種類指定年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該指定にかか

る介護事業所の

所在地

当該指定にか

かる介護事業

所の名称

訪問介護　居宅介護

支援

平成２１年

１１月１日

神戸市灘区大内

通６丁目１番３

号

医療法人社団

中井病院

神戸市灘区大内

通６丁目２番１

号

中井病院デイ

サービスセン

ター

サービス種類変更年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地

当該変更にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　通

所リハビリテーショ

ン　居宅療養管理指

導　介護予防訪問看

護　介護予防訪問リ

ハビリテーション　

介護予防通所リハビ

リテーション　介護

予防居宅療養管理指

導

令和元年

１０月１日

神戸市東灘区岡

本３丁目１０番３０

号

根本　康神戸市灘区山田

町３丁目２番２９

号

（新）ねもと

クリニック

（旧）ねもと

内科・外科ク

リニック



１９１９

神戸市告示第２９６号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第２９７号

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和元年

１２月３１日

神戸市垂水区舞

多聞西１丁目１２

番１号

由良　公二神戸市垂水区福

田２丁目１番１８

号

ゆら歯科クリ

ニック

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和元年

１２月３１日

神戸市須磨区北

落合４丁目３５番

２号

平野　享神戸市垂水区旭

が丘１丁目３番

３５号

ひらの歯科医

院

訪問介護　通所介護

　介護予防訪問介護

　介護予防通所介護

　居宅介護支援

平成２１年　

１０月３１日

神戸市灘区大内

通６丁目１番３

号

医療法人社団

中井病院

神戸市灘区泉通

６丁目３番８号

中井病院デイ

サービスセン

ター

指定年月日所在地名称

令和２年２月１日神戸市灘区友田町４丁目４番７号うすき医院

令和２年２月１日神戸市長田区房王寺町３丁目５番２５号神戸朝日病院



令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９２０

令和２年３月１日神戸市西区学園西町１丁目１３たがみ眼科医院

令和元年１０月１日神戸市東灘区鴨子ケ原１丁目５番１６号
一般財団法人甲南会　甲南医療セ

ンター

令和２年２月１日神戸市東灘区魚崎中町４丁目６番１４号　阪神調剤薬局　魚崎店

令和２年２月１日神戸市東灘区御影中町１丁目７番２０号　阪神調剤薬局　御影店

令和２年２月１日神戸市東灘区魚崎西町２丁目３番３号阪神調剤薬局　阪神センター店

令和２年２月１日神戸市東灘区御影本町４丁目９番１７号阪神調剤薬局　みかげ南店

令和２年２月１日神戸市東灘区住吉本町３丁目４番１５号阪神調剤薬局　住吉川店

令和２年２月１日神戸市東灘区北青木２丁目６番１２号阪神調剤薬局　青木店

令和２年２月１日神戸市東灘区向洋町中２丁目１３番地阪神調剤薬局　六甲アイランド店

令和２年２月１日神戸市東灘区向洋町中７丁目１番５号阪神調剤薬局　向洋町店

令和２年２月１日神戸市東灘区魚崎南町８丁目１２番１７号阪神調剤薬局　魚崎南町店

令和２年２月１日神戸市灘区森後町２丁目２番２２号阪神調剤薬局　六甲道店

令和２年２月１日神戸市灘区宮山町３丁目３番４４号
阪神調剤薬局　六甲ファーマシー

店

令和２年２月１日神戸市兵庫区南逆瀬川町１番１号ウエルシア薬局神戸兵庫南店

令和２年２月１日神戸市兵庫区荒田町３丁目１１番１９号阪神調剤薬局　神緑店

令和２年２月１日神戸市兵庫区荒田町３丁目１１番１６号阪神調剤薬局　神緑北店

令和２年２月１日神戸市兵庫区大井通１丁目１番２７号阪神調剤薬局　湊川店

令和２年２月１日神戸市長田区二番町３丁目１番阪神調剤薬局　大開店

令和２年２月１日神戸市長田区長田町１丁目３番１号阪神調剤薬局　長田店

令和２年２月１日神戸市長田区平和台町２丁目１番２５号つなぐ薬局　長田店

令和２年２月１日神戸市須磨区衣掛町４丁目１番２５号阪神調剤薬局　新須磨店

令和２年２月１日神戸市須磨区西落合５丁目４番５号阪神調剤薬局　名谷店

令和２年２月１日神戸市須磨区東白川台１丁目１８番地の７阪神調剤薬局　白川台店

令和２年２月１日神戸市須磨区衣掛町３丁目１番１５号コトブキ調剤薬局　須磨店

令和２年２月１日神戸市垂水区天ノ下町１番１－１５９号阪神調剤薬局　垂水店

令和２年２月１日神戸市北区山田町下谷上字梅木谷４１番４号阪神調剤薬局　箕谷店

令和２年２月１日神戸市北区唐櫃台２丁目２番１６号阪神調剤薬局　からと店

令和２年２月１日神戸市北区有野町有野１２４３番の１阪神調剤薬局　有野店

令和２年２月１日神戸市中央区割塚通３丁目５阪神調剤薬局　神鋼店

令和２年２月１日神戸市中央区琴ノ緒町４丁目３番１３号阪神調剤薬局　三宮店



１９２１

―――――――――――――――――

神戸市告示第２９８号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

令和２年２月１日神戸市中央区元町通１丁目９番５号阪神調剤薬局　元町店

令和２年２月１日神戸市中央区北長狭通５丁目６番６号阪神調剤薬局　神戸店

令和２年２月１日神戸市中央区楠町６丁目１３番２４号阪神調剤薬局　神大店

令和２年２月１日神戸市中央区上筒井通５丁目１番８号阪神調剤薬局　灘東店

令和２年２月１日神戸市中央区三宮町１丁目４番１号阪神調剤薬局　三宮センター街店

令和２年２月１日神戸市中央区脇浜海岸通１丁目４番１０号阪神調剤薬局　神戸日赤前店

令和２年２月１日神戸市西区池上２丁目５番４阪神調剤薬局　伊川谷店

令和２年２月１日神戸市西区伊川谷町有瀬池林６８２番地１
阪神調剤薬局　阪神センター大蔵

谷店

令和２年１月１日神戸市灘区灘南通６丁目１番２号
訪問看護ステーションオリーブ・

リーフ

令和元年９月１日神戸市垂水区王居殿３丁目２５番１号
訪問看護リハビリテーションス

リーツリー

廃止年月日所在地名称

令和２年１月３１日神戸市灘区友田町４丁目４番７号うすき医院

令和２年１月３１日神戸市長田区房王寺町３丁目５番２５号神戸朝日病院

令和２年１月３１日神戸市東灘区魚崎中町４丁目６番１４号阪神調剤薬局　魚崎店

令和元年１２月３１日神戸市東灘区岡本１丁目３番３１号薬局エビラファーマシー

令和２年１月３１日神戸市東灘区御影中町１丁目７番２０号阪神調剤薬局　御影店

令和２年１月３１日神戸市東灘区御影本町４丁目９番１７号阪神調剤薬局　みかげ南店

令和２年１月３１日神戸市東灘区住吉本町３丁目４番１５号阪神調剤薬局　住吉川店

令和２年１月３１日神戸市東灘区魚崎西町２丁目３番３号阪神調剤薬局　阪神センター店

令和２年１月３１日神戸市東灘区北青木２丁目６番１２号阪神調剤薬局　青木店



令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９２２

令和２年１月３１日神戸市東灘区向洋町中２丁目１３番地阪神調剤薬局　六甲アイランド店

令和２年１月３１日神戸市東灘区向洋町中７丁目１番７号阪神調剤薬局　向洋町店

令和２年１月３１日神戸市東灘区魚崎南町８丁目１２番１７号阪神調剤薬局魚崎南町店

令和２年１月３１日神戸市灘区森後町２丁目２番２２号阪神調剤薬局　六甲道店

令和２年１月３１日神戸市灘区宮山町３丁目３番４４号
阪神調剤薬局　六甲ファーマシー

店

令和２年１月３１日神戸市兵庫区荒田町３丁目１１番１９号阪神調剤薬局　神緑店

令和２年１月３１日神戸市兵庫区荒田町３丁目１１番１６号阪神調剤薬局　神緑北店

令和２年１月３１日神戸市兵庫区大井通１丁目１番２７号阪神調剤薬局　湊川店

令和２年１月３１日神戸市長田区平和台町２丁目１番２５号ティエス調剤薬局長田店

令和２年１月３１日神戸市長田区二番町３丁目１阪神調剤薬局大開店

令和２年１月３１日神戸市長田区長田町１丁目３番１号阪神調剤薬局　長田店

令和２年１月３１日神戸市須磨区西落合５丁目４番５号阪神調剤薬局名谷店

令和２年１月３１日神戸市須磨区東白川台１丁目１８番地の７阪神調剤薬局白川台店

令和２年１月３１日神戸市須磨区衣掛町３丁目１番１５号コトブキ調剤薬局須磨店

令和２年１月３１日神戸市須磨区衣掛町４丁目１番２５号阪神調剤薬局新須磨店

令和２年１月３１日神戸市垂水区天ノ下町１番１号阪神調剤薬局垂水店

令和２年１月３１日神戸市北区有野町有野１２４３番地の１阪神調剤薬局有野店

令和２年１月３１日神戸市北区唐櫃台２丁目２番１６号株式会社阪神調剤薬局からと店

令和２年１月３１日神戸市北区山田町下谷上字梅木谷４１番地の４阪神調剤薬局箕谷店

令和２年１月３１日神戸市中央区割塚通３丁目５株式会社阪神調剤薬局　神鋼店

令和２年１月３１日神戸市中央区琴ノ緒町４丁目３番１３号株式会社阪神調剤薬局三宮店

令和２年１月３１日神戸市中央区元町通１丁目９番５号株式会社阪神調剤薬局元町店

令和２年１月３１日神戸市中央区北長狭通５丁目６番６号阪神調剤薬局　神戸店

令和２年１月３１日神戸市中央区上筒井通５丁目１番８号阪神調剤薬局　灘東店

令和２年１月３１日神戸市中央区三宮町１丁目４番１号阪神調剤薬局　三宮センター街店

令和２年１月３１日神戸市中央区脇浜海岸通１丁目４番１０号阪神調剤薬局　神戸日赤前店

令和２年１月３１日神戸市中央区楠町６丁目１３番２４号阪神調剤薬局　神大店

令和２年１月３１日神戸市西区池上２丁目５番４阪神調剤薬局　伊川谷店

令和２年１月３１日神戸市西区伊川谷町有瀬池林６８２番１
阪神調剤薬局　阪神センター大蔵

谷店



１９２３

―――――――――――――――――

神戸市告示第２９９号

　次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活

保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

２　あん摩マッサージ師

３　はりきゅう師

　　

―――――――――――――――――

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

令和元年８月３１日神戸市垂水区泉が丘５丁目８番５２号
訪問看護・リハビリテーションス

リーツリー

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年２月１日神戸市垂水区向陽２丁目６番１８号中村　裕斗ＨＰＨマッサージ

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年１月２４日神戸市須磨区車字大道１２４４番地の１福田　耕一
レイス治療院

神戸須磨

令和２年２月１日神戸市垂水区向陽２丁目６番１８号中村　裕斗ＨＰＨマッサージ

令和２年１月２４日神戸市須磨区車字大道１２４４番地の１山下　ヤエ子
レイス治療院

神戸須磨

令和２年１月２４日神戸市須磨区車字大道１２４４番地の１平山　利秋
レイス治療院

神戸須磨

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年１月１日神戸市東灘区御影中町１丁目１０番８号松浦　靖浩鍼灸整骨院ＫＡＩ

令和２年２月１日神戸市垂水区向陽２丁目６番１８号中村　裕斗ＨＰＨマッサージ

令和２年２月１日神戸市垂水区向陽２丁目６番１８号矢内　英一ＨＰＨマッサージ

令和２年２月１日神戸市垂水区向陽２丁目６番１８号川瀬　令奈ＨＰＨマッサージ

令和２年２月１日神戸市垂水区向陽２丁目６番１８号塩田　朱音ＨＰＨマッサージ



神戸市告示第３００号

　次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定を受けた施術者の

事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

柔道整復師

   

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第３０１号

　次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規

定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３０２号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９２４

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年１月３１日神戸市中央区国香通７丁目１番６号福田　勇磨あおい整骨院

サービス種類指定年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該指定にかか

る介護事業所の

所在地

当該指定にか

かる介護事業

所の名称

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和２年

１月１日

愛知県安城市三

河安城町１丁目

８番地４

株式会社スギ

薬局

神戸市中央区旭

通４丁目１番４

号

スギ薬局三宮

旭通店

訪問介護　居宅介護

支援

令和２年

２月１２日

神戸市中央区脇

浜海岸通１丁目

５番１号

スミリンケア

ライフ株式会

社

神戸市須磨区友

が丘７丁目２７６

番１号

スミリンケア

ライフ株式会

社　名谷ステ

ーション



１９２５

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和２年

１月３１日

東京都港区虎ノ

門１丁目１番１２

号

株式会社　阪

神調剤薬局

神戸市東灘区魚

崎西町２丁目３

番３号

阪神調剤薬局

　阪神センタ

ー店

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和２年

１月３１日

東京都港区虎ノ

門１丁目１番１２

号

株式会社阪神

調剤薬局

神戸市東灘区向

洋町中２丁目１３

番地

阪神調剤薬局

　六甲アイラ

ンド店

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和２年

１月３１日

東京都港区虎ノ

門１丁目１番１２

号

株式会社阪神

調剤薬局

神戸市東灘区向

洋町中７丁目１

番７号

阪神調剤薬局

　向洋町店

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和２年

１月３１日

兵庫県明石市朝

霧町３丁目１５番

１２号

株式会社ティ

エスプラン

神戸市長田区平

和台町２丁目１

番２５号

ティエス調剤

薬局長田店

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和２年

１月３１日

東京都港区虎ノ

門１丁目１番１２

号

株式会社阪神

調剤薬局

神戸市中央区上

筒井通５丁目１

番８号

阪神調剤薬局

　灘東店

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和２年

１月３１日

東京都港区虎ノ

門１丁目１番１２

号

株式会社阪神

調剤薬局

神戸市中央区三

宮町１丁目４番

１号

阪神調剤薬局

　三宮センタ

ー街店

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和２年

１月３１日

東京都港区虎ノ

門１丁目１番１２

号

株式会社阪神

調剤薬局

神戸市西区池上

２丁目５番４

阪神調剤薬局

　伊川谷店

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和２年

１月３１日

東京都港区虎ノ

門１丁目１番１２

号

株式会社阪神

調剤薬局

神戸市西区伊川

谷町有瀬池林

６８２番１

阪神調剤薬局

　阪神センタ

ー大蔵谷店

訪問介護　介護予防

訪問介護

令和２年

２月２９日

神戸市中央区上

筒井通１丁目４

番９号

有限会社あじ

さい

神戸市兵庫区永

沢町４丁目４番

５号

あじさいケア

ステーション

訪問介護　介護予防

訪問介護　居宅介護

支援

令和２年

２月１１日

神戸市中央区脇

浜海岸通１丁目

５番１号

スミリンケア

ライフ株式会

社

神戸市須磨区中

落合２丁目２番

５号

スミリンケア

ライフ株式会

社　名谷ステ

ーション

訪問介護　介護予防

訪問介護

令和２年

１月３１日

神戸市中央区多

聞通３丁目２番

９号

株式会社花便

り

神戸市中央区多

聞通３丁目２番

９号

株式会社花便

り

居宅介護支援令和２年

１月３１日

神戸市西区伊川

谷町有瀬８０４番

地の６９

株式会社大塚

メディカル

神戸市西区伊川

谷町有瀬８０４番

地の６９

居宅介護支援

事業所　御宿

ありせ



神戸市告示第３０３号

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３０４号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の名称等

に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

　  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３０５号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定の辞退があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９２６

指定年月日所在地名称

令和２年２月１日神戸市中央区海岸通２丁目３番１０号海岸診療所

令和元年１２月１日神戸市東灘区魚崎中町１丁目７番５号訪問看護ステーションあそ日和

変更年月日所在地名称

令和２年３月１日

（新）神戸市須磨区前池町３丁目３番１号

（旧）神戸市須磨区前池町３丁目３番１号　

３階

アキヨシメディカルクリニック

（歯科）

令和２年３月１日神戸市須磨区神の谷２丁目９番５号

（新）エムハート薬局　コスモス

店

（旧）コスモス薬局



１９２７

―――――――――――――――――

神戸市告示第３０６号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３０７号

　次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定を受けた施術者の

事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

２　はりきゅう師　

―――――――――――――――――

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

辞退年月日所在地名称

令和２年２月２７日神戸市西区伊川谷町潤和天王１４２０番地の１藤盛歯科医院

廃止年月日所在地名称

令和２年１月３１日神戸市中央区海岸通２丁目２番１号海岸診療所

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年２月２１日神戸市中央区下山手通３丁目１番１８号濱口　舞美
ほねつぎゆう鍼灸接骨

院

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年２月２１日神戸市中央区下山手通３丁目１番１８号清水　健一郎
ほねつぎゆう鍼灸接骨

院トアロード店



神戸市告示第３０８号

　次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規

定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３０９号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定介護機関の名

称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３１０号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条４項の指

定の辞退があったので，生活保護法第５５条の２の規定により告示する。　　　　

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９２８

サービス種類指定年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該指定にかか

る介護事業所の

所在地

当該指定にか

かる介護事業

所の名称

認知症対応型共同生

活介護　介護予防認

知症対応型共同生活

介護

令和２年

３月１日

神戸市長田区細

田町６丁目１番

２４号

株式会社ファ

イブシーズヘ

ルスケア

神戸市垂水区中

道６丁目１番８

号

まんてん堂

グループホー

ムたるみ中道

サービス種類変更年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地

当該変更にか

かる介護事業

所の名称

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和２年

３月１日

愛知県名古屋市

　中村区名駅３

丁目２８番１２号

株式会社ミッ

ク

神戸市須磨区神

の谷２丁目９番

５号

（新）エムハ

ート薬局　コ

スモス店

（旧）コスモ

ス薬局



１９２９

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

   

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第３１１号

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３１２号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定の辞退があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

サービス種類辞退年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該辞退にかか

る介護事業所の

所在地

当該辞退にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和２年

２月２７日

兵庫県明石市大

蔵天神町１７番１０

号

藤盛　眞澄神戸市西区伊川

谷町潤和天王

１４２０番地の１

藤盛歯科医院

指定年月日所在地名称

令和２年４月１日神戸市灘区森後町２丁目３番２号六甲道たなかメンタルクリニック

令和２年４月１日神戸市灘区八幡町２丁目６番１１号やはたの森クリニック

令和２年４月１日神戸市中央区磯辺通４丁目２番３号ジョイクリニック

令和２年４月１日神戸市東灘区森南町１丁目１３番１号博愛歯科医院

令和２年４月１日神戸市灘区森後町２丁目３番２－１０１号オレンジ薬局　六甲道店

令和２年４月１日神戸市北区鹿の子台北町８丁目１１番１号近畿調剤　かのこ薬局



     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３１３号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

休止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第３１４号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

　  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３１５号

　次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９３０

辞退年月日所在地名称

令和２年３月３１日神戸市須磨区北落合３丁目２８番２号ファミリー歯科クリニック

休止年月日所在地名称

令和２年２月２９日神戸市中央区日暮通２丁目１番３号医療法人社団健明会　林眼科医院

令和元年８月３１日神戸市中央区旭通３丁目３番７号こむぎ訪問看護ステーション

廃止年月日所在地名称

令和元年１２月３１日神戸市兵庫区湊町１丁目２番２号杉野整形外科医院

令和２年３月３１日神戸市垂水区旭が丘２丁目３番７号下荒神医院

令和２年２月２９日神戸市中央区京町７６番２号博愛歯科医院



１９３１

保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

２　はりきゅう師

―――――――――――――――――

神戸市告示第３１６号

　次の指定を受けた施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定を受けた施術者の

事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

柔道整復師

―――――――――――――――――

神戸市告示第３１７号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条４項の指

定の辞退があったので，生活保護法第５５条の２の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年４月１日神戸市兵庫区荒田町２丁目１８番２０号上原　武えがわ鍼灸整骨院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年４月１日神戸市兵庫区荒田町２丁目１８番２０号清水　美幸えがわ鍼灸整骨院

令和２年４月１日神戸市兵庫区荒田町２丁目１８番２０号川勝　大雅えがわ鍼灸整骨院

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年３月１４日神戸市長田区若松町４丁目２番１５号真田　庸次健路整骨院

サービス種類辞退年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該辞退にかか

る介護事業所の

所在地

当該辞退にか

かる介護事業

所の名称



―――――――――――――――――

神戸市告示第３１８号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条４項の規

定より，当該指定介護機関の事業を休止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の２

の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３１９号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９３２

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和２年

３月３１日

神戸市垂水区舞

子台６丁目１１番

２２－３０４号

黒木　栄司神戸市須磨区北

落合３丁目２８番

２号

ファミリー歯

科クリニック

サービス種類休止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該休止にかか

る介護事業所の

所在地

当該休止にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和２年

２月２９日

神戸市中央区日

暮通２丁目１番

３号

医療法人社団

健明会林眼科

医院

神戸市中央区日

暮通２丁目１番

３号

医療法人社団

健明会林眼科

医院

訪問看護　介護予防

訪問看護

令和元年

８月３１日

神戸市灘区烏帽

子町２丁目３番

２４号

株式会社セル

クル

神戸市中央区旭

通３丁目３番７

号

こむぎ訪問看

護ステーショ

ン



１９３３

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第３２０号

　瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の規定による特定施設

の設置許可の申請があったので，同条第３項において準用する同法第５条第４項の規定により，

その概要を次のとおり告示する。

　なお，この変更が環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を

記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

　　令和２年７月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　申請の概要

　⑴　申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　　東京都千代田区丸の内三丁目２番３号

　　　三菱重工業株式会社　取締役社長　泉澤　清次

　⑵　工場又は事業場の名称及び所在地

　　　神戸市兵庫区和田崎町一丁目１番１号

　　　三菱重工業株式会社　神戸造船所

　⑶　特定施設に関する事項

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和２年

３月３１日

神戸市垂水区霞

ケ丘４丁目５番

４０号

下荒神　武神戸市垂水区旭

が丘２丁目３番

７号

下荒神医院

訪問介護　介護予防

訪問介護　居宅介護

支援

令和２年

３月３１日

神戸市東灘区住

吉本町１丁目２４

番２７号

特性非営利活

動法人地域福

祉会あぁす

神戸市灘区篠原

南町５丁目５番

５号

ヘルパーステ

ーションあぁ

す灘

居宅介護支援令和２年

２月２９日

神戸市兵庫区菊

水町５丁目

有限会社播永神戸市兵庫区菊

水町５丁目３番

１号

有限会社播永

指定居宅介護

支援事業所

訪問介護　介護予防

訪問介護　居宅介護

支援

令和２年

３月３１日

神奈川県横浜市

　港南区上大岡

西１丁目６番１

号

株式会社ツク

イ

神戸市須磨区北

落合２丁目１０番

１３号

ツクイ神戸北

落合

通所介護　介護予防

通所介護

令和２年

３月３１日

兵庫県西宮市池

田町１２番２０号

株式会社　新

井組

神戸市須磨区妙

法寺字筆前１７８

番地　　　　　

　　　　　

デイサービス

センターＣｏ

ｄｅｍａｒｉ

須磨



　　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６３号（ホ）金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する廃ガス洗浄施設

 第６５号　酸またはアルカリによる表面処理施設

　　イ　特定施設の概要

　⑷　汚水等の処理に関する事項

　　　変更なし

　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２１日から令和２年８月１１日

　⑵　場所　神戸市環境局環境保全部環境保全指導課

   

―――――――――――――――――

　

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９３４

表面処理施設廃ガス洗浄施設種　　類

総量　１２０Ｌ／min処理風量３６㎥ ／min能　　力

１基１基基　　数

許可後許可後工事着手予定年月日

工事着手後６ヶ月工事着手後６ヶ月工事完成予定年月日

完成後完成後使用開始予定年月日

２４時間連続運転２４時間連続運転使用時間間隔

最大２４時間最大２４時間１日当たりの使用時間

なしなし季節的変動の概要

温水槽洗浄液槽スクラバー内タンク
項　　目

最　大通　常最　大通　常最　大通　常

１１－１３９－１１１４１３ｐＨ

汚

水

の

汚

染

状

況

５，０００－１０，０００５，０００３０，０００１０，０００化学的酸素要求量（㎎/Ｌ）

４００－２，０００４００６，０００２，０００生物化学的酸素要求量（㎎ ／Ｌ）

２，０００－２，０００４０２，０００４０浮遊物質量（㎎/Ｌ）

６０－１００６０３００１００窒素含有量（㎎/Ｌ）

５００－９００５００２，７００９００りん含有量（㎎/Ｌ）

１，８００－９，０００１，８００２７，０００９，０００ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物（㎎/Ｌ）

５０２０１０汚水量（㎥／日）

廃液は全量産業廃棄物として委託

処理するため、排出水量は増加し

ない。

廃液は全量産業廃棄物

として委託処理するた

め、排出水量は増加し

ない。

その他参考となるべき事項



１９３５

神戸市告示第３２１号

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

し，同条第２項の規定により，令和２年７月２２日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和２年８月５日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年７月２１日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

  公     告  

神戸市公告第３１６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３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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

最大　　７．２０

最小　　４．００

３４．３０新神戸市北区有野町有野字中

山２１１７番２地先から

神戸市北区有野町有野字中

山２１１６番１地先まで

有野里１３３号

線

市道

最大　　３．００

最小　　２．１０

３４．３０旧

平野地域福祉センター外壁他改修工事工 事 名

神戸市西区平野町宮前字上松１４８工事場所

令和２年１２月２０日完成期限

屋根，防水，外壁，塗装改修他工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

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
等級



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９３６

請負入札参加資格における等級をいう。

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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３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



１９３７

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３１７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３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

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

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

房王寺保育所空調設備更新工事工 事 名

神戸市長田区房王寺町５丁目１工事場所

令和２年１２月２８日完成期限



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９３８

房王寺保育所のガスヒートポンプエアコンの更新を行う一切の工事。工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

※　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



１９３９

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

令和２年７月３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

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３１８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３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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９４０

玉津南公民館空調設備更新工事工 事 名

神戸市西区玉津町上池３１４工事場所

令和３年３月５日完成期限

空調設備更新工事に伴う，機械・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。

その他



１９４１

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年７月３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



　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３１９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３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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９４２

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

平野三木線歩道設置工事工 事 名

神戸市西区押部谷町西盛工事場所

令和２年１０月３０日完成期限

道路土工　１式，排水構造物工　１式，舗装工　１式，縁石工　１式，

防護柵工　１式，区画線工　１式，構造物撤去工　１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

土木Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

その他



１９４３

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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年７月３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



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３２０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３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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９４４

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

舞子ポンプ場　脱臭設備工事工 事 名

神戸市垂水区舞子台５丁目１　舞子ポンプ場内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，舞子ポンプ場脱臭設備の改築更新を行うものである。　

脱臭設備工・・・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

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



１９４５

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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

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

令和２年７月３日（金）～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を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第３２１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３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９４６

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」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

長田楠日尾線（下沢通）電線共同溝整備工事その３工 事 名

神戸市兵庫区下沢通５丁目～７丁目工事場所



１９４７

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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木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

令和３年３月３１日完成期限

施工延長Ｌ＝３１９ｍ，電線共同溝工Ｎ＝１式，道路復旧工Ｎ＝１式，

照明工Ｎ＝１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



　　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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９４８

令和２年７月３日（金）～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

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

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



１９４９

　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３２２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３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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

方との随意契約により締結する予定の有無

今津１号雨水幹線築造工事　　　　　　　　　　　　　　　　　＜合併入札＞工 事 名

神戸市西区玉津町今津工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年７月１５日

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限

管きょ工（開削）（□１，１００㎜×１，１００㎜ 他）管きょ延長　Ｌ＝８９．４９ｍ

汚水管移設工　Ｋ１φ２００㎜ Ｌ＝４９．００ｍ（路線延長），

汚水管移設工　Ｋ１φ２５０㎜ Ｌ＝６３．９０ｍ（路線延長），

矩形渠用マンホール工１箇所，付帯工１式，仮設工１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

神戸市水道公告第４９号と合併入札とする。

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　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



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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９５０

土木Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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３日（金）～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



１９５１

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３２３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３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

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

西山小学校外壁改修他工事工 事 名



２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９５２

神戸市北区西山１丁目６７番地工事場所

令和３年３月１５日完成期限

①外壁改修工事　一式，②屋上防水改修工事・屋根塗装改修工事　一式

③便所改修工事　一式，④仮設便所設置工事　一式，⑤雑工事　一式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

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



１９５３

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

令和２年７月３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）

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

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」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第３２４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３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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９５４

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

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



１９５５

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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７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７月３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）

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３２５号

　簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札により契約を締結するので，次

のとおり公告します。

　　令和２年７月３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９５６

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

大石東町５丁目地区他汚水管改築更新工事工 事 名

神戸市灘区大石東町５丁目他工事場所

令和３年９月３０日完成期限

管きょ更生工　φ２００　Ｌ＝１７５．９１ｍ，φ２５０　Ｌ＝１，２８６．６５ｍ，

管きょ工（開削）Ｋ１φ２００　Ｌ＝２９．９２ｍ，Ｋ１φ２５０　Ｌ＝３．６３ｍ，

管きょ工（撤去）ＨＰφ１５０　Ｌ＝７．２８ｍ，

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

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金



１９５７

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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

この入札は，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業種

として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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

　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

その他



３　総合評価に関する事項

４　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

６　入札に加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

７　入札の日時及び方法

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９５８

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評 価 基 準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法

　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３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）

提出期間

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

「内訳書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確

認通知」及び「入札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方 法

第１日目　令和２年７月２０日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年７月２１日（火）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方 法



１９５９

　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

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

　補者を決定する。

１１　入札保証金

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

　定により免除します。

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

令和２年７月２２日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

令和２年７月２９日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　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３２６号

　簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札により契約を締結するので，次

のとおり公告します。

　　令和２年７月３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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９６０

有野六甲線道路防災対策工事（６工区）工 事 名

神戸市北区有野町唐櫃工事場所

令和２年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年６月３０日完成期限

落石防護補強土壁工　Ｌ＝２０ｍ，高エネルギー吸収型落石防護柵工　Ｌ＝３０ｍ，

杭支柱式落石防護柵工　Ｌ＝８４ｍ，ロープ状工　Ａ＝６２１㎡，ロープ掛工１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「法面処理」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

その他



１９６１

３　総合評価に関する事項

４　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

７　入札の日時及び方法

８　技術資料提出の日時及び方法

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評 価 基 準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法

令和２年７月３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）

提出期間

契約監理課提出場所

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

第１日目　令和２年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

「内訳書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確

認通知」及び「入札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方 法

第１日目　令和２年７月２０日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年７月２１日（火）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時



９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

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

　補者を決定する。

１１　入札保証金

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

　定により免除します。

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他

　⑴

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

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９６２

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方 法

令和２年７月２２日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

令和２年７月２９日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　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



１９６３

　　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３２７号

　簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札により契約を締結するので，次

のとおり公告します。

　　令和２年７月３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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

妙法寺川（車地区）改修工事　その７工 事 名

神戸市須磨区車字堂田工事場所

令和３年７月３１日完成期限

工事延長　Ｌ＝１３６．５ｍ，土工１式，護岸工　２５１㎡，床止工３基工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。
前 払 金

この入札は，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は、特定建設業許可を要します。

建設業の許可

建築一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

その他



３　総合評価に関する事項

４　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

７　入札の日時及び方法

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９６４

　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。

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評 価 基 準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法

第１日目　令和２年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

「内訳書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確
方 法

令和２年７月３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）

提出期間

契約監理課提出場所



１９６５

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

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

　補者を決定する。

１１　入札保証金

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

　定により免除します。

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

認通知」及び「入札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

第１日目　令和２年７月２０日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年７月２１日（火）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方 法

令和２年７月２２日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

令和２年７月２９日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　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



１３　その他

　⑴

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

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

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第３３３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８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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９６６

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

楠住宅２号棟給排水管改修工事工 事 名

神戸市中央区楠町８丁目１０番工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和３年３月１９日まで

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限

楠住宅２号棟の住戸内給水管及び雑排水管，共用雑排水管更新に係る機械設備

工事及び建築工事一式（工事対象：住戸５９戸＋集会所）
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



１９６７

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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年７月８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３３４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８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９６８

「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。

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

令和２年７月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

つつじが丘地域福祉センター外壁他改修工事工 事 名

神戸市垂水区つつじが丘４丁目６－７工事場所

令和２年１２月１５日完成期限



１９６９

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。

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

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

外壁・屋根・屋上防水・外構他改修工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９７０

令和２年７月８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」

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



１９７１

神戸市公告第３３５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８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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

令和２年度北管内舗装補修工事その１工 事 名

神戸市北区有野中町工事場所

令和２年１０月３０日完成期限

舗装工　１式　５，３３０㎡，　区画線工　１式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

舗装工事業に係る建設業の許可建設業の許可

舗装Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「舗装」を第１希望と

して登録していること。
登録業種

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。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９７２

※　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８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」

方 法



１９７３

　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３３６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８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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７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

古川第二住宅エレベーター改修工事工 事 名

神戸市須磨区古川町１丁目１－１工事場所

令和３年３月１９日完成期限

エレベーター１台の改修工事及びそれに伴う電気設備工事等一式工事概要

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

機械器具設置工事業に係る建設業の許可建設業の許可

機械器具設置工事業の総合評定値が１，０００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。

経営事項審査

の結果の点数

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



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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９７４

　・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７月８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を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年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



１９７５

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３３７号

　標準型総合評価落札方式制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告し

ます。

　　令和２年７月８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２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

　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

六甲アイランド東部公共上屋新築工事工 事 名

神戸市東灘区向洋町東３丁目工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和４年３月３１日完成期限

公共上屋の新築工事（鉄骨造３階建１棟　延べ面積約１０，４７３㎡）　一式

上記に伴う屋外付帯工事　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，標準型総合評価落札方式を適用する。そ の 他

特定建設工事共同企業体形態　　　　　　



３　総合評価に関する事項

４　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出方法

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 １９７６

２社又は３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

建築工事業に係る特定建設業の許可建設業の許可

経営事項審査の結果において，建築一式工事の総合評定値が９００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。

経営事項審査

の結果の点数

建築Ａ

　ただし，入札参加資格の審査の申請の受付期間の最終日において有

効な神戸市工事請負入札参加資格における等級をいう。

等級

神戸市内に本店又は支店若しくはこれに準じるものを有すること。

うち１社以上は神戸市内に本店を有するものであること。
その他

共同企業体の代表者に関する条件

経営事項審査の結果において，建築一式工事の総合評定値が，神戸市

内に本店を有する場合は１，０００点以上，支店若しくはこれに準じるも

のを有する場合は１，１３０点以上であること。

ただし，平成３０年１０月２９日以降の審査基準日のものに限る。

経営事項審査

の結果の点数

評価基準として，技術提案及び企業の施工能力等に係る評価項目及びその配

点を設定する。詳細は入札説明書による。
評価基準

評価は，標準点（１００点）に入札参加者の技術提案等に係る加算点を加えた

技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同じ。）で

除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て） 

評価の方法

令和２年７月８日（水）～７月２１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

提出期間



１９７７

７　入札の日時及び方法

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

１０　落札者の決定方法

　　入札価格が予定価格の制限の範囲内にあり，かつ技術評価点が標準点（１００点）以上であ

　る入札者のうち，評価値の最も高い者を落札者とする。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る。

　また，失格基準価格を設けている場合は，失格基準価格を下回る価格で入札した者は失格と

　する。
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第１日目　令和２年８月１９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２０日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「内訳書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確

認通知」及び「入札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方 法

令和２年８月２１日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

　５時

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年８月１９日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年８月２０日（木）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方 法

令和２年９月４日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札者がある場合　　　　　　　　　　　　　「落札者決定通知書」

　イ　低入札価格調査の実施等により保留する場合　「保留通知書」

　ウ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　エ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



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

　を決定する。

１１　入札保証金

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

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他

　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３３８号

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

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

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

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

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年７月８日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　令和２年度下半期共通物品（トイレットペーパー）

　⑵　数量（予定）

　　　６，１００箱

　⑶　納入場所

　　　行財政局庁舎課・出先事業所等約７００ヵ所

　⑷　契約期間

　　　令和２年１０月１日～令和３年３月３１日

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式
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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



１９７９

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年７月２７日（月）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年７月２７日（月）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所
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　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年７月２８日（火）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年７月２９日（水）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和２年９月３日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年９月４日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年９月４日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年９月３

　　　日（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年９月４日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。
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１９８１

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

　　者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

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

　問わず，規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ができます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。　　　　　

　　ただし，令和２年７月２９日（水）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，１箱（６０個入り）あたりの単価契約とします。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Common article of the second half（toilet paper），2020.
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　⑵　Quantity : 6,100 boxes (60 pieces per box).

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. July 29, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. September 4, 2020. 

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159　

―――――――――――――――――

神戸市公告第３３９号

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

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

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

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

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年７月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　東部市場日常・定期清掃業務

　⑵　履行場所

　　　神戸市東灘区深江浜町１番地の１

　⑶　履行期間

　　　令和２年１０月１日から令和３年９月３０日まで

　⑷　業務の概要

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　第３号から第６号に掲げる入札参加資格は，審査の申請の受付期間の最終日までに満たす

　ことが必要であり，第５号及び第６号に掲げる入札参加資格については，申請の受付期間の

　最終日から引き続き落札決定の日まで継続して満たしていることが必要です。

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。
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　⑶　過去に契約金額が２，０００万円以上の建物の清掃を実施した実績があること。

　⑷　建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１

　　項第１号又は第８号に掲げる事業の区分に従い，この契約を履行することとなる営業所，

　　支店又は本店が同条の登録を受けていること。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年７月２７日（月）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

　　　　公告の日から令和２年７月２７日（月）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

　　　を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）　

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年７月２８日（火）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で１ＭＢを超えるも
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　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年７月２９日（水）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　 第１日目　　令和２年９月３日（木）　午前９時から午後８時まで

　　　 第２日目　　令和２年９月４日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年９月４日（金）午前１０時まで（郵便による入札については令和２年９月３日

　　　（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

　　　　持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年９月４日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。
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　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

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

　問わず，規則第１０条の規定により定めた予定価格（以下「予定価格」という。）の１１０分の

　１００に相当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。た

　だし，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項の規定により，予定価

　格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入

　札者の価格によっては，「低入札価格調査手続要綱」（平成８年１月２２日市長決定）に基づ

　き，他の入札者を落札者とすることがあります。

１３　苦情の申出

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

　ができます。

１４　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

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

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

　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年７月２９日（水）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　Summary 

　⑴　Contract Content : Cleaning Service of East Market

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. July 29, 2020. 
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  ⑶　Deadline for submitting bids :10:00 A.M. September 4, 2020.

  ⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　  Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

    TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第３４０号

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

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

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

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

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年７月８日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　大型ごみ収集運搬業務（Ａ地区）

　⑵　収集地域

　　　東灘区，灘区，中央区，兵庫区，長田区

　⑶　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで

　⑷　業務の概要

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

　⑶　過去に継続して３年以上，一般廃棄物の収集及び運搬を行った実績を有すること。

　⑷　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項第４号イからヌまでのいずれにも該当

　　しない者であること。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。
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４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年７月２７日（月）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年７月２７日（月）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年７月２８日（火）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年７月２９日（水）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

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

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和２年９月３日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年９月４日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年９月４日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年９月３

　　　日（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年９月４日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

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

　問わず，規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。　

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。

　　ただし，令和２年７月２９日（水）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　Summary

　⑴　Contract Content : Collection and Transport of Oversized Domestic House 

　　Garbage (Area Ａ)

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by those

　　intending to make bids : 5:00 P.M. July 29, 2020.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. September 4, 2020. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

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

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

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

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

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年７月８日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　大型ごみ収集運搬業務（Ｂ地区）

　⑵　収集地域

　　　北区，須磨区，垂水区，西区

　⑶　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで

　⑷　業務の概要

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

　⑶　過去に継続して３年以上，一般廃棄物の収集及び運搬を行った実績を有すること。

　⑷　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項第４号イからヌまでのいずれにも該当

　　しない者であること。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法
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　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年７月２７日（月）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年７月２７日（月）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年７月２８日（火）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年７月２９日（水）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和２年９月３日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年９月４日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。
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　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年９月４日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年９月３

　　　日（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年９月４日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。
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１２　落札者の決定の方法

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

　問わず，規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。　

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。

　　ただし，令和２年７月２９日（水）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　Summary

　⑴　Contract Content : Collection and Transport of Oversized Domestic House 

　　Garbage (Area Ｂ)

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by those

　　intending to make bids : 5:00 P.M. July 29, 2020.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. September 4, 2020. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第３４２号

　神戸市都市景観条例（昭和５３年１０月条例第５９号）第３１条の９第２項の規定に基づく協議の申

し出がありましたので，同条第４項の規定により次のとおり公告し，当該申し出に係る書面及

び図書の写しを都市局景観政策課窓口において一般の縦覧に供します。

　　令和２年７月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　景観建築行為予定者の氏名及び住所

　　　エスリード株式会社　代表取締役　荒牧　杉夫

　　　大阪府大阪市福島区福島６丁目２５番１９号

２　代理者および設計者の氏名，住所及び電話番号
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　　（代理者）

　　　株式会社イサラ・デザイン　代表取締役　川野　豊彦

　　　大阪府大阪市西区西本町１丁目２番１９号

　　　０６－６５３４－１１８０

　　（設計者）

　　　同上

３　景観影響建築行為の概要

　⑴　所在及び地番　神戸市兵庫区船大工町５０番の一部

　⑵　敷地面積　　　約３４０平方メートル

　⑶　建築面積　　　約１６７平方メートル

　⑷　延べ面積　　　約１，３８１平方メートル

　⑸　高さ　　　　　約３０．１メートル

　⑹　構造　　　　　鉄筋コンクリート造

　⑺　階数　　　　　地上１０階

　⑻　建物用途　　　共同住宅

４　縦覧の期間

　　令和２年７月９日から同年７月２２日まで

―――――――――――――――――

神戸市公告第３５３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２１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

　　神戸市垂水区名谷町字櫻ケ谷１７３４番２６，１７３４番２９，１７３４番３３２，１７３４番３３３，１７３４番３３８，

　　１７３４番３４５，１７３４番３５７，１７３４番３７３，１７３４番３７６，１７３４番４０５，１７３４番４０６，１７３４番４０７，

　　１７３４番４１４，１７３４番４１５，１７３４番４１６，１７３４番４１７，１７３４番３４４の一部，１７３４番３７４の一部，

　　１７３４番４０８の一部，名谷町字梨原２３８１番の一部，２３６６番２０の一部，２３７６番１の一部，

　　２３７６番１０の一部，２３７６番２７の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市中央区東町１２３番地の１　貿易ビル７階

　　株式会社　Ｔ　ａｎｄ　Ｍ

　　　代表取締役　田中　朋子

３　許可番号

　　令和元年９月２６日　第６９８２号

　　（変更許可　令和２年４月１７日　第１３７４号）

―――――――――――――――――
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神戸市公告第３５４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２１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

　　神戸市垂水区歌敷山１丁目１７８１番１

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　兵庫県明石市花園町２番地の２

　　株式会社　勝美住宅

　　　代表取締役　渡辺　喜夫

３　許可番号

　　令和元年９月１０日　第６９７５号

　　（変更許可　令和２年２月２８日　第１３６７号）

  水  道  局  

　水道局職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和２年７月７日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

神戸市水道管理規程第１０号

　　　水道局職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規程の一部を改正する規程

　水道局職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規程（昭和３３年３月水道管理規程第１２号）の

一部を次のように改正する。

　第２条の３第２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，管理者が認める職員については，この限りでない。

　　　附　則

　この管理規程は，公布の日から施行し，この管理規程による改正後の水道局職員の勤務時間，

休日及び休暇に関する規程の規定は，令和２年７月１日から適用する。

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第３１号

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

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

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

３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第２１条の７第１項において読み替える
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規程第６条及び規程第２１条の７第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年７月８日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び数量

　　　液体クロマトグラフ質量分析計（一式）

　⑵　納入場所

　　　神戸市兵庫区楠谷町３７－１　神戸市水道局水質試験所

　⑶　納入期限

　　　令和３年３月３１日

　⑷　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　で希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号　０７８－３２２－５８８０）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　神戸市役所本庁舎４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

６　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　入札説明書によります。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年７月２７日（月）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの
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　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

　　　　公告の日から令和２年７月２７日（月）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

　　　を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）　

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年７月２８日（火）まで

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

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年７月２９日（水）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　 第１日目　　令和２年９月３日（木）　午前９時から午後８時まで

　　 第２日目　　令和２年９月４日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。
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　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年９月４日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年９月３

　　　日（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

　　　　持参し，又は郵送すること。

１１　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年９月４日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１２　入札保証金

　　規程第１２条の規定により免除します。

１３　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

　　く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。
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１４　落札者の決定の方法

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

　問わず，規程第９条第１項の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限

　の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１５　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１６　苦情の申出

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

　ができます。

１７　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

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

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

　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年７月２９日（水）までに入札参加資格の審査の申請を行わない場合は，

　　当該入札に参加することはできません。

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

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１８　Summary 

　⑴　Contract  Content : Liquid chromatograph mass spectrometer

　⑵　Quantity：1 set 

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. July 29, 2020.

  ⑷  Deadline for submitting bids :10:00 A.M. September 4, 2020.

  ⑸  Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

  　TEL 078-322-5159

　

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第４０号

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

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

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

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

規程第６条及び規程第２１条の７第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年７月８日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称
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　　　口径２０㎜ 水道メーター（新調品）購入その３

　⑵　数量

　　　８，０００個

　⑶　納入場所

　　　神戸市長田区房王寺町３丁目１番１０号

　　　神戸市水道局西部センター　房王寺倉庫

　⑷　納入期限

　　　第１回目　令和２年１１月５日まで　　２，０００個

　　　第２回目　令和２年１１月１２日まで　　２，０００個

　　　第３回目　令和２年１１月２６日まで　　２，０００個

　　　第４回目　令和２年１２月３日まで　　２，０００個

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　で希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２・３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

　⑶　当該物品又はこれと同等物品について相当数の納入実績があること。

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

　　認められること。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号　０７８－３２２－５８８０）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　神戸市役所本庁舎４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

６　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　入札説明書によります。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法
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　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年７月２７日（月）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

　　　　公告の日から令和２年７月２７日（月）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

　　　を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）　

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　 公告の日の翌日から令和２年７月２８日（火）まで

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

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間

　 公告の日の翌日から令和２年７月２９日（水）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階
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１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　 第１日目　　令和２年９月３日（木）　午前９時から午後８時まで

　　 第２日目　　令和２年９月４日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年９月４日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年９月３

　　　日（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

　　　　持参し，又は郵送すること。

１１　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年９月４日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１２　入札保証金

　　規程第１２条の規定により免除します。

１３　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。
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　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

　　く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１４　落札者の決定の方法

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

　問わず，規程第９条第１項の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限

　の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１５　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１６　本調達後において予定する調達（ただし，時期及び数量については変更することがありま

　す。）

　⑴　物品の名称

　　　口径２０㎜ 水道メーター（新調品）購入

　⑵　納入期限

　　　令和２年１２月４日から令和３年３月３１日まで

　⑶　数量

　　　１６，０００個

１７　苦情の申出

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

　ができます。

１８　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

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

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

　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年７月２９日（水）までに入札参加資格の審査の申請を行わない場合は，

　　当該入札に参加することはできません。

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

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１９　Summary 

　⑴　Contract Content : 20 mm Water Meter　

　⑵　Quantity : 8,000 meters

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. 　July　29, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. September 4, 2020.

  ⑸  Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division,  Administration and Finance Bureau, City of Kobe, 6-5-1, Kano-cho,
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　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

  　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第４１号

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

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

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

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

規程第６条及び規程第２１条の７第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年７月８日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　口径２０㎜ 水道メーター（修理品）その３

　⑵　数量

　　　１２，０００個

　⑶　納入場所

　　　神戸市長田区房王寺町３丁目１番１０号

　　　神戸市水道局西部センター　房王寺倉庫

　⑷　納入期限

　　　第１回目　令和２年１１月６日まで　　２，０００個

　　　第２回目　令和２年１１月１３日まで　　２，０００個

　　　第３回目　令和２年１１月２７日まで　　２，０００個

　　　第４回目　令和２年１２月４日まで　　２，０００個

　　　第５回目　令和２年１２月１１日まで　　２，０００個

　　　第６回目　令和２年１２月１８日まで　　２，０００個

　⑸　業務の概要

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

２　入札方式

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

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

　で希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２・３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

　⑶　当該物品又はこれと同等物品について相当数の納入実績があること。
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　⑷　当該物品について，水道局の求めに応じて，アフターサービスを速やかに提供できると

　　認められること。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号　０７８－３２２－５８８０）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　神戸市役所本庁舎４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

６　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　入札説明書によります。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年７月２７日（月）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

　　　　公告の日から令和２年７月２７日（月）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

　　　を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）　

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間
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 公告の日の翌日から令和２年７月２８日（火）まで

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

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間

　 公告の日の翌日から令和２年７月２９日（水）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

　 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　 第１日目　　令和２年９月３日（木）　午前９時から午後８時まで

　　 第２日目　　令和２年９月４日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年９月４日（金）　午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年９月

　　　３日（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

　　　　持参し，又は郵送すること。

１１　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年９月４日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所
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　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１２　入札保証金

　　規程第１２条の規定により免除します。

１３　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

　　く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１４　落札者の決定の方法

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

　問わず，規程第９条第１項の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限

　の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１５　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１６　本調達後において予定する調達（ただし，時期及び数量については変更することがありま

　す。）

　⑴　特定役務の名称

　　　口径２０㎜ 水道メーター（修理品）

　⑵　納入期限

　　　令和２年１２月１９日から令和３年３月３１日まで

　⑶　数量

　　　２４，０００個

１７　苦情の申出

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

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号



　ができます。

１８　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

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

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

　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年　７月２９日（水）　までに入札参加資格の審査の申請を行わない場合

　　は，当該入札に参加することはできません。

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

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１９　Summary 

　⑴　Contract Content : 20 mm Water Meter repairing

　⑵　Quantity : 12,000 meters

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. July 29, 2020.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. September 4, 2020.

  ⑸  Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

  　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第４９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３日

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

１　入札に付する事項

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 ２００８

西（玉津町今津）統合管移設工事工 事 名

神戸市西区玉津町今津工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

全体工期：①②令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年７月１５日

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限



２００９

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

①　布設延長　φ５０（ＰＥ）－１２７．７ｍ，φ７５（ＰＥ）－１．０ｍ，φ７５－１１．２ｍ，

撤去延長　φ７５－５３．７ｍ
工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

神戸市公告第３２２号と合併入札とする。

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし、下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は、特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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



　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 ２０１０

令和２年７月３日（金）～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」

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



２０１１

　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５０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８日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

上ヶ原浄水場旧管理事務所棟他解体撤去工事工 事 名

兵庫県西宮市仁川百合野町１－４０工事場所

令和２年１０月９日完成期限

旧管理事務所棟　軽量鉄骨造　２階建　４０４．１１㎡　解体撤去　一式

倉庫　鉄骨造　解体撤去　平屋建　８．６０㎡　解体撤去　一式

プロパン庫　コンクリートブロック造　平屋建　２．７６㎡　解体撤去　一式

上記に付帯する外構の解体撤去　一式

上記の場内整地　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

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

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

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 ２０１２

　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８日（水）～７月１４日（火）

　土曜，日曜，祝日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後

８時）

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。

　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



２０１３

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

  交  通  局  

神戸市交通公告第１９号

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

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

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

５１年８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第２７条の５第１項において読み替える規程第

４条及び規程第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年７月３日

神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　西神・山手線，北神線西神中央駅他１５駅可動式ホーム柵整備事業

　⑵　履行場所

　　　神戸市西区糀台５丁目（西神中央駅）他１５駅

　⑶　履行期間

　　　事業契約締結日の翌日から令和６年３月１５日まで。

　　　ただし，令和６年１月３１日までに，各駅にて，機器の運用操作が可能となるように整備

　　してください。

　⑷　業務の内容

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

２　入札方式
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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



　　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０の２第１項及び第２項の規定によ

　り落札者を決定する一般競争入札（以下「総合評価一般競争入札」という。）を行います。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　入札参加者の定義

　　　入札参加者の構成については，次のとおりとします。

　　ア　入札参加者は，市の求める事業を遂行することができる技術的能力，資力，信用及び

　　　実績を有する複数の企業により構成されるグループ又は，それらを有する単独の企業 

　　　（以下「構成企業」という。）とします。

　　イ　入札参加者は，特定建設工事共同企業体を結成して参加することも可能とします。

　　ウ　入札参加者は，設計を行う企業（以下「設計企業」といいます。），工事を行う企業 

　　　（以下「施工企業」といいます。）及び工事監理を行う企業（以下「工事監理企業」と

　　　いいます。）により構成されるものとします。

　　エ　入札参加者は，参加表明及び参加資格確認申請に関する提出書類（以下「参加表明書 

　　　等」といいます。）の提出時に構成企業について明らかにすることとします。

　　オ　入札参加者の構成企業の追加及び変更は原則不可とします。ただし，市がやむを得な

　　　いと判断した場合，代表企業を除き，変更することができるものとします。

　⑵　入札参加者の共通参加資格要件

　　　入札参加者の全ての構成企業は，次のいずれにも該当しない者とします。

　　ア　市の指名停止処分を受けている者（参加資格確認申請書の提出日から落札者の決定ま

　　　での期間）。

　　イ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

　　　号及び同条第６号の規定による暴力団及び暴力団員が経営する企業若しくは実質的に経

　　　営を支配する企業又はこれに準ずる者。

　　ウ　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者。又はそ

　　　の者を代理人，支配人その他使用人若しくは代理人として使用する者。

　　エ　建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２６条第２項の規定による事務所の閉鎖命令を受

　　　けている者。

　　オ　旧会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第３０条第１項若しくは第２項又は会社更生法 

　　　（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項若しくは第２項の規定に基づき更生手続き開始

　　　の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし，国土交通省の入札参加資

　　　格認定を受けている者を除く。

　　カ　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定に基づき再生手

　　　続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし，国土交通省の入

　　　札参加資格認定を受けている者を除く。

　　キ　会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条に

　　　よる改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条第１項の規定による会社整理の開始

　　　の申立て又は同条第２項の規定による通告がなされている者。

　　ク　旧破産法（大正１１年法律第７１号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産の

　　　申立て，又は旧和議法（大正１１年法律第７２号）に基づき和議開始の申立てがなされてい

　　　る者。
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　　ケ　本事業に係る発注支援業務に関与する者及びこれらのいずれかと資本関係又は人的関

　　　係のある者。なお，発注支援業務に関与した者は，次のとおりです。

 株式会社日建設計総合研究所

 酒井正之法律事務所

　⑶　業務を遂行する構成企業に関する参加資格要件

　　　本事業の各業務を担当する構成企業は，業務毎にそれぞれ次の要件を満たすものとしま

　　す。

　　　但し，①設計企業及び③工事監理企業については，施工企業から業務を再委託する，又

　　は請け負わせる企業が要件を満たす場合でも構わないものとします。この場合，代表企業

　　は，必ず施工企業が務めることとするとともに，入札説明書とともに公表した事業契約書

　　（案）については，乙を施工企業と読み替える旨，及び同（案）第６条に関し，設計企業

　　は設計業務につき，工事監理企業は工事監理業務につき，それぞれ施工企業とともに市に

　　対する連帯責任を負う旨変更する等所要の変更を加えたうえで，市と代表企業及びすべて

　　の構成企業との間で取り交わすこととします。

　　ア　設計企業

　　　ａ　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に

　　　　登録されていること。

　　　ｂ　過去１５年間に，駅施設の同種工事（※）の設計の元請としての実績を有しているこ

　　　　と。

　　イ　施工企業

　　　ａ　構成企業のうちの少なくとも１企業は，建設業法第３条第１項の規定による「建築

 一式工事」，「電気工事」または「機械器具設置工事」に係る特定建設業の許可を受

 けていること。

　　　ｂ　構成企業のうちの少なくとも１企業は，建設業法第２７条の２３第１項の規定　する経

 営事項審査を受け，直前の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における

 「建築工事一式」の総合評定点が１，０００点以上，または「電気工事」もしくは「機械

 器具設置工事」の総合評定点が８００点以上であること。

　　　ｃ　資格者名簿に登録されていること。

　　　ｄ　構成企業のうちの少なくとも１企業は，過去１５年間に，駅施設の同種工事（※）の

 元請としての施工実績を有していること。

　　ウ　工事監理企業

　　　ａ　資格者名簿に登録されていること。

　　　ｂ　過去１５年間に，駅施設の同種工事（※）の設計又は工事監理の実績を有しているこ

 と。

　　※　本事業における同種工事とは，鉄道駅の新設工事または大規模改修工事を，元請とし

　　　て施工した工事をいいます。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

　　　きます。

　⑷　同一企業による複数業務の担当についての要件

　　　構成企業は，「入札説明書　第２　５　事業内容」のうち，複数業務を担当できるもの

　　とします。
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　⑸　構成企業以外の企業への再委託についての要件

　　　構成企業は，「入札説明書　第２　５　事業内容」のうち，「設計業務」，「工事業 

　　務」，「工事監理業務」は，業務の一部に限って，構成企業以外の企業に再委託する，又

　　は請け負わせることができるものとし，業務の全部を構成企業以外の企業に再委託する，

　　又は請け負わせることができないものとします。構成企業以外の企業に業務の一部を再委

　　託し，又は請け負わせようとする場合には事前に市の承諾を得るものとします。

　　　なお，「工事業務」に関しては，建設業法第２２条に規定する「一括下請負の禁止」を遵

　　守するものとします。

４　入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市交通局高速鉄道部施設課（電話番号　０７８－９８４－０１７８）

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　御崎Ｕビル４階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書等の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年８月３１日（月）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３月

　　条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。なお，ホームページからダ

　　ウンロードする場合は，この限りでない。）

　⑵　交付場所

　　ア　直接交付の場合

 神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

 御崎Ｕビル４階

 神戸市交通局高速鉄道部施設課（電話番号　０７８－９８４－０１７８）

　 ※直接交付を希望される場合は，事前に施設課に電話連絡してからお越しください。

　　イ　ホームページからダウンロードする場合

 本事業に係る下記のホームページよりダウンロードしてください。

 https://www.city.kobe.lg.jp/a65755/kurashi/access/kotsukyoku/subway/

 seishinchuo_platformdoor.html

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　提出期間

　　　令和２年８月２４日（月）から令和２年８月３１日（月）まで（神戸市の休日を定める条例

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

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　提出場所

　　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　　御崎Ｕビル４階

　　　神戸市交通局高速鉄道部施設課（電話番号　０７８－９８４－０１７８）
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　⑶　提出方法

　　　提出場所へ持参することとし，郵送によるものは受け付けません。

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

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　御崎Ｕビル４階

　　神戸市交通局高速鉄道部施設課（電話番号　０７８－９８４－０１７８）

９　入札書等及び事業提案書類等の提出期間及び提出方法等

　⑴　提出期間

　　　令和２年１０月１２日（月）から令和２年１０月１６日（金）まで

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。最終日は午後４時まで。）

　⑵　提出場所

　　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　　御崎Ｕビル４階

　　　神戸市交通局高速鉄道部施設課（電話番号　０７８－９８４－０１７８）

　⑶　提出方法

　　　提出場所へ持参することとし，郵送によるものは受け付けません。

１０　開札の日時及び場所

　⑴　日時

　　　令和２年１０月１６（金）午後４時

　⑵　場所

　　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　　御崎Ｕビル１階

　　　神戸市交通局大会議室（電話番号　０７８－９８４－０１７８）

　⑶　開札方法

　　　入札参加者又はその代理人の立会の上，行います。なお，当該入札では，入札参加者の

　　入札価格が予定価格を超えていないことを確認し，予定価格を超えている場合は，その入

　　札参加者は失格とします。この際に，入札価格の確認の場で入札参加者の入札価格の公表

　　は行いません。

１１　入札保証金

　　規程第７条第２号の規定により免除します。

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札参加表明書等提出後，入札日までに不渡手形又は不渡小切手を出した構成企業を抱

　　える入札参加者が行った入札

　⑵　入札参加表明書等に記載された代表企業の代表者以外の者が行った入札

　⑶　参加資格のない者又は資格確認通知書を受理しなかった者の入札

　⑷　委任状が提出されていない代理人の入札

　⑸　２人以上の者が同一の者の代理をした入札

　⑹　入札者が他の入札参加者の代理をした入札

　⑺　入札者が談合した入札
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　⑻　記名押印を欠いた入札

　⑼　入札金額を訂正した入札

　⑽　入札金額又は事業名を欠いた，又は確認しがたい入札

　⑾　誤字又は脱字により意思表示が不明確な入札

　⑿　電送及び電話による入札

　⒀　その他入札に関する条件に違反した，又は執行者の指示に従わなかった者の入札

１３　落札者の決定の方法

　⑴　落札者の決定基準

　　　事業提案書類に記載された提案内容に基づいて算出した定性的審査の点数（内容点）と

　　入札参加者が提示する入札価格に基づいて算出した価格点の合計により，入札参加者ごと

　　に総合評価点を算出し，総合評価点の最も高い者を落札者とします。

　　　なお，最も高い総合評価点の者が２者以上あるときは，定性評価点の高い者を落札者と

　　し，更に定性評価点が同点である場合には，くじ引きにより落札者を決定します。

　　ア　審査方法

 審査は二段階に分けて実施するものとし，入札参加者の資格要件を確認する第一次審

　　　査と，第一次審査を合格した入札参加者の提案内容等を審査する第二次審査を行います。

 なお，第二次審査に第一次審査の結果は影響しません。

 

　　イ　落札者の決定

 第一次審査に合格した入札参加者から提出された入札書等及び事業提案書類等の内容

　　　について，第二次審査として評価・得点化を行い，得点の最も高い提案をした入札参加

　　　者を落札者として選定します。

 第二次審査に進んだ入札参加者が１者であった場合には，当該入札参加者から提出さ

　　　れた入札書等及び事業提案書類等の内容を審査し，入札価格の予定価格超過や要求水準

　　　の明らかな未達成等の失格要件に該当せず，定性評価項目審査の点数が５割以上であれ

　　　ば，当該入札参加者を落札者として選定します。

　⑵　審査内容及び審査項目等

　　　入札説明書等によります。

１４　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　　第３項に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者も当該入札に参加する者に

　必要な資格の審査の申請書等を提出することができますが，当該入札に参加するためには，

　開札の日時までに入札に参加する者に必要な資格を有すると認定され，かつ，当該入札に参

　加する者に必要な資格を有しなければなりません。

１６　Summary

　⑴　Contract Content :  The Project for the Installation of the Platform (Screen) 
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資格要件に係る審査第一次審査

提案内容の定性評価項目に係る審査および入札価格の定量評価によ

って総合評価審査を行う。
第二次審査



２０１９

　　Doors at Seishin-Chuo Station and 15 Other Stations along the Seishin-yamate 

　　Line and Hokushin Line. 

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by　

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. August 31, 2020.

　⑶　Deadline for submitting bids : 4:00 P.M. October 16, 2020.

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Facilities Division, Rapid 

　　Transit Railway Service Department, Transportation Bureau, City of Kobe, Misaki 

　　U Building 1-2-1, Misaki-cho, Hyogo-ku,  Kobe 652-0855, Japan.

　　TEL 078-984-0178

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第２８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３日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号

西神・山手線　レール交換工事（令和２年度）その１工 事 名

名谷～総合運動公園（東西行）工事場所

令和３年１月２９日　完成期限

名谷～総合運動公園（東行線）ＭＬ１ｋ４４７～１ｋ４５７，１ｋ４５７～１ｋ６２４

　伸縮レール交換１０単線ｍ，レール交換１６７単線ｍ

名谷～総合運動公園（西行線）ＭＬ１ｋ４４２～１ｋ４５２，１ｋ４５２～１ｋ６１４

　伸縮レール交換１０単線ｍ，レール交換１６２単線ｍ

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。

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　

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 ２０２０

　・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。

令和２年７月３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



２０２１

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。

  人 事 委 員 会  

令和２年度 　　神戸市職員（高専・短大卒（事務），高校卒）・神戸市消防職員（大

  　　学卒（航海），高専・短大卒，高校卒）採用試験（選考）

　　　　　　　　　　　神戸市職員（社会人）採用試験（選考）

　　　　　　　　　　　障害者を対象とした神戸市職員（高専・短大，高校卒）採用選考

採用予定日　　　　　　令和３年４月１日

第一次試験（選考）日　令和２年９月２７日（日）

受付期間　　　　　　　神戸市職員（高専・短大卒（事務），高校卒）・神戸市消防職員（高

  　　専・短大卒，高校卒）採用試験

  　　神戸市職員（社会人）採用試験（選考）

　　　　　　　　　　　（インターネット）令和２年７月２２日（水）～８月２０日（木）正午

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　神戸市消防職員（大学卒（航海））採用選考

　　　　　　　　　　　（郵送）令和２年７月２２日（水）～８月２０日（木）

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７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」

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



　　　　　　　　　　　　　＊８月２０日（木）までの消印があるものに限り有効

　　　　　　　　　　　

  　　障害者を対象とした神戸市職員（高専・短大，高校卒）採用選考

  　　（インターネット）令和２年７月２２日（水）～８月２０日（木）正午

  　　（郵送）令和２年７月２２日（水）～８月２０日（木）

　　　　　　　　　　　　　　＊８月２０日（木）までの消印があるものに限り有効

  　　（持参）令和２年８月１９日（水），８月２０日（木）

問い合わせ先　　神戸市人事委員会事務局任用課　　　　　　電話：（０７８）３２２－５８２３

　　　　　　　　神戸市消防局総務部職員課　　　　　　　　電話：（０７８）３２２－５７３９

  そ  の  他  

神戸市職員共済組合公告第６２０号

　神戸市職員共済組合定款第５条及び第３８条の規定に基づき，令和元年度決算を次のとおり公

告する。

　　令和２年７月８日

神戸市職員共済組合　　　

理事長　岡　口　憲　義　

令和２年７月２１日   神  戸  市  公  報   第３６６７号 ２０２２
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