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２３６２

人 事 委 員 会 

  　　　

▽職員の通勤手当に関する規則及び管理職員

　特別勤務手当の支給に関する規則の一部を

　改正する規則　［人事委員会事務局調査課］

▽管理職手当の支給に関する規則等の一部を

　改正する規則　［人事委員会事務局調査課］
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２３９９

２４００



２３６３

  規     則  

　神戸市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年８月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第２４号

　　　神戸市会計規則の一部を改正する規則

　神戸市会計規則（昭和３９年３月規則第８１号）の一部を次のように改正する。

　第４５条第１項に次の１号を加える。

　（３７）　神戸市ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱（令和２年８月１日こども家

　　　　庭局家庭支援調整担当課長決定）の規定に基づいて支給する給付金

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

  告     示  

神戸市告示第４００号

　神戸市市税条例（昭和２５年８月条例第１９９号。以下「条例」という。）第８条の２第１項の

規定に基づき，地方税法（昭和２５年法律第２２６号）又は条例若しくは市税に関するその他の条

例に定める申告，申請，請求その他書類の提出（不服申立てに関するものを除く。）又は納付

若しくは納入に関する期限のうち，次に掲げる地域に住所，居所又は主たる事務所若しくは事

業所を有する納税義務者に係るもので，その期限が令和２年７月４日以降に到来するものにつ

いては，その期限を別途告示で定める期日まで延長する。

　　令和２年８月１２日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第４０１号

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

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

次のとおり告示する。

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号

地　　　　　域都道府県名

人吉市，球磨郡球磨村，球磨郡山江村，球磨郡相良村，球磨郡錦町，球磨

郡あさぎり町，球磨郡多良木町，球磨郡湯前町，球磨郡水上村，球磨郡五

木村，八代市坂本町，葦北郡芦北町

熊本県



　　令和２年８月１２日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体

　⑴　名称  

　　　御影山手自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市東灘区御影山手４丁目１０番７号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　宇都宮　順二  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市東灘区御影山手４丁目１０番７号  

２　変更があった事項及びその内容

　⑴　主たる事務所の所在地

　　　「神戸市東灘区御影山手３丁目３番１号の４０１号」を「神戸市東灘区御影山手４丁目１０

　　番７号」に改める。

　⑵　代表者の氏名

　　　「葛籠　勝彦」を「宇都宮　順二」に改める。

　⑶　代表者の住所

　　　「神戸市東灘区御影山手３丁目３番１号の４０１号」を「神戸市東灘区御影山手４丁目１０

　　番７号」に改める。

３　変更の年月日   

　　令和２年７月１９日   

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４０２号

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

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

次のとおり告示する。

　　令和２年８月１２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体

　⑴　名称

　　　月見山連合自治会

　⑵　主たる事務所

　　　神戸市須磨区北町１丁目１

　⑶　代表者の氏名

　　　宮崎　誠

　⑷　代表者の住所

　　　神戸市須磨区月見山町３丁目１番１１号　

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２３６４



２３６５

２　変更があった事項及びその内容

　⑴　平成２９年６月１８日に変更があった事項及びその内容

　　ア　代表者の氏名

 「内橋　幹夫」を「岩田　康志」に改める。

　　イ　代表者の住所

 「神戸市須磨区稲場町６丁目２番１２号」を「神戸市須磨区南町１丁目５番７－１０１ 

　　　号」に改める。

　⑵　令和２年６月３０日に変更があった事項及びその内容

　　ア　代表者の氏名

 「岩田　康志」を「宮崎　誠」に改める。

　　イ　代表者の住所

 「神戸市須磨区南町１丁目５番７－１０１号」を「神戸市須磨区月見山町３丁目１番１１ 

　　　号」に改める。

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第４０３号

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

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

次のとおり告示する。

　　令和２年８月１２日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体

　⑴　名称  

　　　千寿が丘自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区鈴蘭台南町２丁目６番１２号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　柚木　一彦  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区鈴蘭台南町２丁目６番１２号  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　主たる事務所の所在地

　　　「神戸市北区鈴蘭台南町２丁目１３番２７号」を「神戸市北区鈴蘭台南町２丁目６番１２号」

　　に改める。

　⑵　代表者の氏名

　　　「折谷　優」を「柚木　一彦」に改める。

　⑶　代表者の住所

　　　「神戸市北区鈴蘭台南町２丁目１３番２７号」を「神戸市北区鈴蘭台南町２丁目６番１２号」

　　に改める。   

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号



３　変更の年月日   

　　令和２年６月２７日   

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４０４号

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

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

次のとおり告示する。

　　令和２年８月１２日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　東山会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市東灘区森北町７丁目２９番７号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　玉田　智美  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市東灘区森北町７丁目２１番３１号  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「牧　英一」を「玉田　智美」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市東灘区森北町７丁目２０番２５号－１」を「神戸市東灘区森北町７丁目２１番３１号」

　　に改める。

３　変更の年月日   

　　令和２年６月２８日   

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４１５号

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

域の指定を次のとおり解除する。

　　令和２年８月１３日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　    神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定を解除する形質変更時要届出区域

　　長田区東尻池新町１０番の一部

　　（別図のとおり）

２　特定有害物質の名称

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２３６６
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　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　三宮保管所及び湊町保管所

　　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

 　（日曜日，祝日及び１２月２８日から１月４日を除く）

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２３６８

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

兵庫区湊川町２丁目１番１２号

建設局中部建設事務所

電話　５１１－０５１５

令和２年７月２日

台

台

２６

０

自転車

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

中央区小野浜町３番地先

三宮保管所

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年７月１５日

台

台

３４

１

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１６

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年７月１７日

台

台

３４

０

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年７月２１日

台

台

９

１

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

４

１

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１４

１

自転車 

原動機付自転車

春日野道駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年７月３０日
台

台

２２

０

自転車

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域



２３６９

　  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４１７号

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

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

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

告示する。

　　令和２年８月２５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号

台

台

１１

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年７月３１日
台

台

１５０

３

自転車 

原動機付自転車
中央区・兵庫区長期放置

令和２年７月３日

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

兵庫区湊町１丁目３５

湊町保管所

台

台

７

０

自転車 

原動機付自転車

新開地駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

８

０

自転車 

原動機付自転車

湊川駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年７月１６日

台

台

１７

０

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１８

２

自転車 

原動機付自転車

新開地駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１４

０

自転車 

原動機付自転車

湊川駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１９

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年７月２９日

台

台

１９

０

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１３

０

自転車 

原動機付自転車

新開地駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

８

０

自転車 

原動機付自転車

湊川駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

８

０

自転車 

原動機付自転車

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１８

０

自転車 

原動機付自転車

和田岬駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１４

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内



　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　魚崎浜保管所及び稗原保管所

　　　ア　月曜日から金曜日まで　　午後３時から午後７時まで

　　　イ　土曜日 　　　　　　　　午後１時から午後５時まで

　　　　　（日曜日，祝日及び１２月２８日から１月４日を除く）

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２３７０

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

東灘区御影塚町２丁目２７番２０号

建設局東部建設事務所

電話　８５４－２１９１

令和２年７月２日台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

魚崎駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１３

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年７月７日台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

灘駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

１

自転車 

原動機付自転車

摩耶駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１６

６

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

阪急御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年７月１０日台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号



２３７１令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号

台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

甲南山手駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

５

１

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

魚崎駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年７月１４日台

台

３

１

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

阪急御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

５

１

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

新在家駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年７月１６日台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

甲南山手駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年７月２０日台

台

９

１

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

新在家駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

灘駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

岩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年７月２１日台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

甲南山手駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

３

２

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

魚崎駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域



―――――――――――――――――

神戸市告示第４１８号  

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

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

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

　　令和２年８月２５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造

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

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

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　⑴　西部保管所・西代保管所

　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

　⑵　須磨保管所・名谷保管所

　　ア　火曜日・木曜日　午後３時から午後７時まで

　　　　（ただし，即時撤去日より７日間は⑴と同様の運用とする。）

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２３７２

令和２年７月２８日台

台

１３

４

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

２

１

自転車 

原動機付自転車

灘駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年７月３０日台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

阪急御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３３

１

自転車 

原動機付自転車

灘区管内

自転車等長期放置

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２２

１

自転車 

原動機付自転車

東灘区管内

自転車等長期放置



２３７３

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４１９号

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

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

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

　　令和２年８月２５日

     神戸市長　久　元　喜　造

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，保管した年月日並びに問い合わせ先

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号

問 い 合 わ せ 先
撤去及び保管した

年月日

撤去及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管および

返還の場所

神戸市須磨区妙法寺字ヌメリ石

１番地の１

建設局西部建設事務所

電話　７４２－２４２４

令和２年７月８日
台７自転車

高速長田駅周辺

自転車等放置禁止区域
長田区西代通１丁目１番

西代保管所
台４自転車長田区管内長期放置

令和２年７月９日
台

台

３０

１

自転車

原動機付自転車
長田区管内長期放置

長田区御屋敷通２丁目６番

西部保管所

令和２年７月１４日台５自転車
板宿駅（南）・西代駅周辺

自転車等放置禁止区域

長田区西代通１丁目１番

西代保管所

令和２年７月１５日台６自転車須磨区管内長期放置
須磨区中落合２丁目１番

名谷保管所

令和２年７月１６日
台３８自転車

新長田駅周辺

自転車等放置禁止区域
長田区御屋敷通２丁目６番

西部保管所
台２２自転車長田区管内長期放置

令和２年７月２１日

台１９自転車
高速長田駅周辺

自転車等放置禁止区域長田区西代通１丁目１番

西代保管所 台

台

３０

１

自転車

原動機付自転車
長田区管内長期放置

令和２年７月２８日
台１０自転車

須磨・須磨海浜公園駅周辺

自転車等放置禁止区域
須磨区須磨浦通２丁目２番

須磨保管所
台３自転車須磨区管内長期放置

令和２年７月２９日

台

台

２４

３

自転車

原動機付自転車

新長田駅周辺

自転車等放置禁止区域
長田区御屋敷通２丁目６番

西部保管所
台２５自転車長田区管内長期放置

令和２年７月３０日台３自転車
板宿駅（北）周辺

自転車等放置禁止区域

長田区西代通１丁目１番

西代保管所



　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　垂水自転車保管所

　　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。

別表

―――――――――――――――――

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２３７４

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

垂水区福田５丁目６番２０号

建設局垂水建設事務所

電話　７０７－０２３４

令和２年８月３日台

台

１

０

自転車

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

垂水区西舞子８丁目２０番

１９号

垂水保管所
台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年８月４日台

台

１

３

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

塩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年８月５日台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

９

１

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

塩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年８月７日台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

２

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域



２３７５

神戸市告示第４２０号

　瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第８条第１項の規定による特定施設

の変更の許可の申請があったので，同条第３項の規定により，その概要を次のとおり告示する。

なお，当該特定施設の設置による環境への影響についての調査に基づく事前評価に関する事項

を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

　　令和２年８月２５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　申請の概要

　⑴　申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　　神戸市西区押部谷町高和字性海寺山１５５７－１　

　　　一般財団法人　神戸みのりの公社　　理事長　長沢　秀起

　⑵　工場又は事業場の名称及び所在地

　　　神戸市灘区六甲山町中一里山１－１

　　　神戸市立　六甲山牧場

　⑶　特定施設に関する事項

　　ア　特定施設の種類

　　　　水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１

　　　　第１の２号（ロ）　畜産農業又はサービス業の用に供する牛房施設

　　イ　特定施設の変更概要

　　　　牛舎の面積変更

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号

牛舎一式種　　類

１４５頭能　　力

１３１１.９５㎡延べ面積

許可後工事着手予定年月日

着工後６か月後工事完成予定年月日

完成後使用開始予定年月日

２４時間

季節的変動なし

使用時間間隔及び

１日当たりの使用時間

並びに季節的変動の概要

最　大通　常項　　　　目

４．０－９．０５．８－８．６水素イオン濃度

汚
水
等
の
汚
染
状
態
及
び
量

１０００８００生物化学的酸素要求量（㎎／Ｌ）

４００３００化学的酸素要求量（㎎ ／Ｌ）

６００３００浮遊物質量（㎎ ／Ｌ）

無数無数大腸菌群数（個／㎤）

４００３００窒素含有量（㎎ ／Ｌ）

３００２００りん含有量（㎎ ／Ｌ）

３００２００ノルマルヘキサン抽出物質含有量（㎎／Ｌ）



　　※事業場全体における排出水の汚染状態及び量は変更なし

　⑷　汚水等の処理に関する事項

　　　変更なし

　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８月２５日から令和２年９月１５日

　⑵　場所　神戸市環境局環境保全部環境保全指導課

  公     告  

神戸市公告第４３１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８月７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８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２３７６

神戸リハビリテーション病院言語聴覚訓練室改修工事工 事 名

神戸市北区しあわせの村１番１８号・１９号工事場所

令和２年１１月３０日完成期限

内装改修，これに伴う電気・機械設備工事工事概要

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

１４８１１１
アンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物

及び硝酸化合物

５．１２５．１２汚水量（㎥／日）※

新設牛舎からの排水処理は業者委託。その他参考となるべき事項

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。その他



２３７７

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８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年８月７日（金）～８月２１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８月２４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２５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
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４３２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８月７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２３７８

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

令和２年８月２６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

総合教育センター多目的ホール天井耐震改修工事工 事 名

神戸市中央区東川崎町１丁目３－２工事場所

令和３年２月１５日完成期限

天井耐震改修，これに伴う設備改修工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金



２３７９

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他



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８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２３８０

令和２年８月７日（金）～８月２１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８月２４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２５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８月２６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



２３８１

神戸市公告第４３３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８月７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８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号

メリケンパーク受変電設備改修工事その２工 事 名

神戸市中央区波止場町　メリケンパーク工事場所

令和３年２月２６日完成期限

既設高圧受変電設備の更新工事一式とする。工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において，「電気専門」を登録

業種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２３８２

　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８月７日（金）～８月２１日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年８月２４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２５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８月２６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



２３８３

　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４３４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８月７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８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２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

王居殿広場整備工事工 事 名

神戸市垂水区王居殿３丁目工事場所

令和２年１１月３０日完成期限

土工　１式，　施設整備工　１式，　舗装工　１０１㎡，　人工芝工　１３３㎡工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業，造園工事業又は舗装工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「運動施設」を第１希

望又は第２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３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

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８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２３８４

　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８月７日（金）～８月２１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８月２４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２５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



２３８５

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４３５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８月７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号

令和２年８月２６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

こうべ小学校便所改修他工事工 事 名

神戸市中央区中山手通４丁目２３－２工事場所

令和３年３月１５日完成期限

本館便所改修工事（１～４階全面改修）　一式

体育館便所改修工事（全面改修）　一式

南館便所改修工事（１，２階全面改修）　一式

仮設便所設置工事　一式，南館外壁改修工事　一式

南館屋上防水改修工事　一式，南館屋根改修工事（カバー工法）　一式

上記に伴う設備工事　一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２３８６

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級　

建築一般の総合点数が１，０３０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

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



２３８７

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号

令和２年８月７日（金）～８月２８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８月３１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１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９月２日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



　　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４３６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８月７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８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２３８８

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３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　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

その他

栄町通１丁目地区他汚水管改築更新工事工 事 名

神戸市中央区栄町通１丁目　他工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年７月３０日完成期限

管きょ更生工　φ２００㎜　Ｌ＝２６．６７ｍ，φ２５０㎜　Ｌ＝２９９．７９ｍ　

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



２３８９

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８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号

令和２年８月７日（金）～８月２８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８月３１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１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

　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

　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。



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４３７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８月１１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　ＧＩＧＡスクール用端末借上げ

　⑵　数量

　　　一式

　⑶　納入場所

　　　別紙「端末納入場所一覧」のとおり

　⑷　納入期限

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２３９０

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９月２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



２３９１

　　　第１回目：令和２（２０２０）年１１月９日まで

　　　第２回目：令和３（２０２１）年２月２８日まで

　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。

　⑷　当該賃借物品の保守等を迅速かつ適切に行えること。

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　０７８－３２２－５６９６）

　　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８月２６日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

　　　　公告の日から令和２年８月２６日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号



 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

 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８月２７日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

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

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年８月２８日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

  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９日（水）　午前９時から午後８時まで

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

　　　日（水）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　０７８－３２２－５６９６）

 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１０日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２３９２
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　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　０７８－３２２－５６９６）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

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

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　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８月２８日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。
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　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午から

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，１月あたりの単価契約とします。

１７　Summary

　⑴　Contract Content :A lease contract for personal computers to realize the GIGA 

　　School Concept.

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. August 28, 2020.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. September 10, 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 078-322-5696

―――――――――――――――――

神戸市公告第４４５号

　都市公園を設置するので，神戸市都市公園条例（昭和３３年３月条例第５４号）第３条の規定に

より，次のとおり公告します。

　　令和２年８月２５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　設置する都市公園

　⑴　名称，位置及び区域

　⑵　供用開始の年月日

　　　令和２年８月２５日

―――――――――――――――――

神戸市公告第４４６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８月２５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市西区上新地二丁目２番１

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２３９４

区　　　域位　　　置名　　称

神戸市建設局公園部管理課備付けの

図面のとおり
垂水区小束台東小束台東公園
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２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　加古川市平岡町新在家１１７番地

　　　昭和住宅株式会社　

　　　代表取締役　湖中　正泰

３　許可番号

　　　令和元年１２月２４日　　　第　７００２　号

　　（令和２年７月８日　　　第　１３８１　号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第４４７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８月２５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市西区北別府五丁目４番１，４番２，４番６の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市中央区浜辺通五丁目１番１４号

　　　ヤマト住建株式会社　

　　　代表取締役　中川　泰

３　許可番号

　　　令和２年２月１０日　　　第　７００９　号

　　（令和２年７月１５日　　　第　１３８３　号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第４４８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８月２５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

　　神戸市垂水区舞子坂３丁目５５２番３，５５５番２，５５６番１，５５７番，５５７番１

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市兵庫区大開通９丁目１番１４号

　　　トヨタカローラ兵庫株式会社

　　　代表取締役　伏見　和政

３　許可番号

　　令和元年１２月２６日　第７００３号

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号



　　（変更許可　令和２年６月２５日　第１３７８号）

  消  防  局  

神戸市消防公告第３号

　消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の４第１項の規定により，次の防火対象物に対して

措置命令を行ったので，同法第１７条の４第３項の規定により公告します。

　　令和２年７月２１日

神戸市兵庫消防署長　土　本　一　之　

  水  道  局  

神戸市水道告示第７号

　神戸市指定給水装置工事事業者規程（平成１０年３月水道管理規程第１０号）第５条の規定によ

り次のとおり神戸市指定給水装置工事事業者を指定したので，同規程第１０条の規定により告示

する。

　　令和２年８月２５日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２３９６

日新機械工業株式会社・開洋工業株式会社

神戸市兵庫区西出町１丁目２番４号

防火対象物又は危険物

の製造所，貯蔵所若し

くは取扱所の名称及び

所在地

日新機械工業株式会社

代表取締役　三ヶ尻　太亮

命令を受けた者の氏名

又は名称

１　令和２年１０月１９日までに，上記対象物に消防法令で定める技術

　上の基準に従って屋内消火栓設備を設置すること。

２　令和２年１０月１９日までに，上記対象物に消防法令で定める技術

　上の基準に従って自動火災報知設備を設置すること。

３　令和２年９月４日までに，上記対象物に消防法令で定める技術

　上の基準に従って誘導灯を設置すること。

命令の内容

指定年月日
事　　　業　　　所事　　　業　　　者

所　在　地名　　称代表者所　在　地氏名又は名称

令和２年

７月３１日
姫路市飾磨区阿成鹿古３７６番地

株式会社ウォー

ターシステム

代表取締役　

田中　康伸
姫路市飾磨区阿成鹿古３７６番地

株式会社ウォー

ターシステム
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―――――――――――――――――

神戸市水道告示第９号

　神戸市指定給水装置工事事業者規程（平成１０年３月水道管理規程第１０号）第７条の規定によ

り次のとおり神戸市指定給水装置工事事業者の事業の廃止の届出があったので，同規程第１０条

の規定により告示する。

　　令和２年８月２５日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第６０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８月７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８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号

令和２年

７月３１日

加古川市別府町新野辺新堀通１２７４

－１

建部工業株式会

社

代表取締役社

長　

建部　成之

加古川市別府町新野辺新堀通１２７４

－１

建部工業株式会

社

令和２年

７月３１日

神戸市西区上新地２丁目４番地の

１
前田設備前田　浩之

神戸市西区上新地２丁目４番地の

１
前田設備

廃止年月日
事　　　業　　　所事　　　業　　　者

所　在　地名　　称代表者所　在　地氏名又は名称

令和２年

４月５日
須磨区白川台４丁目２３番７号東光水道工業所中多　征洋須磨区白川台４丁目２３番７号東光水道工業所

星和台ポンプ場外壁他改修工事工 事 名

神戸市北区山田町藍那字下ノ切３－１工事場所

令和３年１月２９日完成期限

外壁改修工事，塗装改修工事，防水改修工事，雑工事工事概要

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なう事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

塗装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「塗装」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



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２３９８

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年８月７日（金）～８月２１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８月２４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２５日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について方 法
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７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

　　神戸市水道局契約規程（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  

　職員の通勤手当に関する規則及び管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

　　令和２年８月１１日

神戸市人事委員会　　　　

委員長　芝　原　貴　文　

神戸市人事委員会規則第７号

　　　職員の通勤手当に関する規則及び管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部を改

　　　正する規則

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

令和２年８月２６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



　（職員の通勤手当に関する規則の一部改正）

第１条　職員の通勤手当に関する規則（昭和３４年３月人委規則第１６号）の一部を次のように改

　正する。

　第１２条の２第１項第４号に次のただし書を加える。

　　ただし，経済性及び合理性を勘案し返納させないことが適当であると任命権者が認める場

　合を除く。

　（管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正）

第２条　管理職員特別勤務手当の支給に関する規則（平成４年３月人委規則第６号）の一部を

　次のように改正する。

　第３条第１項第２号及び第４条第１項第２号中「高等専門学校長」を「地区統括官又は高等

専門学校長」に，「前ア」を「高等専門学校長」に改める。

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行し，令和２年４月１日から適用する。

―――――――――――――――――

　管理職手当の支給に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年８月１１日

神戸市人事委員会　　　　

委員長　芝　原　貴　文　

神戸市人事委員会規則第８号

　　　管理職手当の支給に関する規則等の一部を改正する規則

　（管理職手当の支給に関する規則の一部改正）

第１条　管理職手当の支給に関する規則（昭和３７年７月人委規則第１１号）の一部を次のように

　改正する。

　　別表第１中

「

      　　　 」

「

      　　　 」

「

      　　　 」

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２４００

　を１種丙国際連携専門官，広聴専門官市長室

　に改め，１種丙広聴専門官市長室

　を

１種丙つなぐラボ所長，情報システム専門官，イ

ノベーション専門官（級別基準職務表の適

用範囲に関する規則（平成２８年４月人委規

則第６号）別表第１において職務の級が６

級と定められている者に限る。）

企画調整局



２４０１

「

      　　　 」

　（管理職員等の範囲を定める規則の一部改正）

第２条　管理職員等の範囲を定める規則（昭和４１年９月人委規則第５号）の一部を次のように

　改正する。

　　別表（第２条，第４条関係）中

「

      　　　 」

「

      　　　 」

「

      　　　 」

「

      　　　 」

　（級別基準職務表の適用範囲に関する規則の一部改正）

第３条　級別基準職務表の適用範囲に関する規則（平成２８年４月人委規則第６号）の一部を次

　のように改正する。

　　別表第１行政職給料表中

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号

　に改める。

１種丙つなぐラボ所長，連携推進専門官，情報シ

ステム専門官，イノベーション専門官（級

別基準職務表の適用範囲に関する規則（平

成２８年４月人委規則第６号）別表第１にお

いて職務の級が６級と定められている者に

限る。）

企画調整局

　を
室長　国際連携専門官　広聴専門官　秘書課総務係長及び

担当係長

市長室

　に改め，室長　広聴専門官　秘書課総務係長及び担当係長市長室

　を

本部長　所長　情報システム専門官　イノベーション専門

官（級別基準職務表の適用範囲に関する規則（平成２８年４

月人委規則第６号）別表第１において職務の級が６級と定

められている者に限る。）　企画課企画第１係長及び担当

係長（派遣職員の人事，給与及び服務に関する特に重要な

企画事務を担当する者に限る。）

企画調整局

　に改める。

本部長　所長　連携推進専門官　情報システム専門官　イ

ノベーション専門官（級別基準職務表の適用範囲に関する

規則（平成２８年４月人委規則第６号）別表第１において職

務の級が６級と定められている者に限る。）　企画課企画

第１係長及び担当係長（派遣職員の人事，給与及び服務に

関する特に重要な企画事務を担当する者に限る。）

企画調整局



「

      　　　 」

「

      　　　 」

　　　附　則

　この規則は，令和２年８月１７日から施行する。

令和２年８月２５日   神  戸  市  公  報   第３６７２号２４０２

　を

国際部市長室国際連携専門官の職務

広報戦略部市長室広聴専門官の職務

　に改める。

広報戦略部市長室広聴専門官の職務

つなぐラボ企画調整局連携推進専門官の職務


