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条      例

▽神戸市立児童福祉施設等に関する条例の一

　部を改正する条例

 　［こども家庭局こども青少年課］

▽神戸市印鑑条例の一部を改正する条例

  　　［行財政局住民課］

▽特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

　用弁償に関する条例の一部を改正する条例

 　　　　［選挙管理委員会事務局］

▽神戸市こべっこあそびひろば条例の一部を

　改正する条例

 　［こども家庭局こども青少年課］

▽神戸市青少年会館条例の一部を改正する条

　例 　［こども家庭局こども青少年課］

規      則

▽神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理

　の防止に関する条例施行規則

 　　［環境局事業系廃棄物対策課］

告      示

▽町及び字の区域の変更（西区櫨谷町池谷ほ

　か）  　　［行財政局住民課］

▽人と自然との共生ゾーンの指定等に関する

　条例による里づくり計画の認定（西下里づ

　くり協議会ほか）

 　　　　［経済観光局農政計画課］

▽人と自然との共生ゾーンの指定等に関する

　条例による里づくり計画の変更の認定（野

　瀬里づくり協議会ほか）

 　　　　［経済観光局農政計画課］

▽認定特定非営利活動法人の主たる事務所の

　所在地の変更（認定特定非営利活動法人神

　戸国際占術協会）

 　　　　［企画調整局つなぐラボ］

▽放置自転車等の撤去及び保管

 　　　　［建設局垂水建設事務所］

▽介護保険法による指定居宅介護支援事業所

　の指定の一部効力停止

  　［福祉局監査指導部］

▽ふるさと納税寄附金に係る収納事務の委託

 　　［行財政局税務部税制企画課］

▽道路法による道路の区域変更・供用開始

　（市道　神戸駅前３号線）

  　［建設局道路管理課］

▽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］

公      告

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（布引公園便所外構給排水設備設置

　工事その２） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（櫨谷川（福谷工区）取水施設改修

　工事その２） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（和光園監視カメラ設備改修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（野瀬北僧尾線（神影）道路改良工

　事（その２））　　［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和２年度西部管内大型案内標識

　建替工事） ［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６）  ［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（駒ヶ林地区護岸改良工事）

  ［行財政局契約監理課］
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２９８１

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（天神橋補修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（深江大橋ポンプ場受変電他電気設

　備工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（神戸ファッションマートイオホー

　ル天井耐震化対策工事）

  ［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（中央卸売市場本場各所照明設備改

　修工事） ［行財政局契約監理課］

▽簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制

　限付一般競争入札による契約の締結（神戸

　港港湾幹線道路舗装等補修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽土地改良事業計画概要の縦覧

 　　　　［経済観光局農政計画課］

▽大規模小売店舗立地法第５条第１項届出の

　公告（（仮称）三宮新港町計画　Ａ街区Ｇ

　ＬＩＯＮ棟）　　［経済観光局経済政策課］

▽神戸農業振興地域整備計画の軽微な変更

 　　　　［経済観光局農政計画課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（中央卸売市場本場青果卸電気室受

　変電設備改修工事）［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（中央事業所空調設備改修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（住吉台公園法面防災対策工事）

  ［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（桃山台児童館・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（葺合保育所外壁改修他工事）

  ［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（北山小学校運動場改修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（本多聞地区歩道段差解消工事）

  ［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（ものづくり工場自動火災報知設備

　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（六甲アイランド５号上屋高天井照

　明他改修工事） ［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（埋蔵文化財センター監視カメラ他

　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（琴田橋補修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（番町住宅２０号棟耐震改修工事）

  ［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（寺池住宅１・２号棟外壁改修他工

　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（鎌ケ谷川改修工事　他）＜合併入

　札＞  ［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（垂水

　処理場平磯歩道橋老朽化対策工事）

  ［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

　（ＩＣＴ機器借上【神戸市小学校後期その

　３】）  ［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

　（ＩＣＴ機器借上【神戸市中学校その１】）

  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市役所本庁舎電気調達）

  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市環境局布施畑環境セン

　ター破砕選別施設電気調達）

  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市中央卸売市場本場電気

　調達）  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市建設局玉津処理場電気

　調達）  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市西部処理場電気調達）

  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市環境局港島クリーンセ

　ンター電気調達） ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市環境局西クリーンセン

　ター電気調達） ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市環境局苅藻島クリーン

　センター電気調達）［行財政局契約監理課］
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２９８２令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市東部環境センター電気

　調達）  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（神戸市東灘・灘・中央・兵庫

　・長田・須磨・西区総合庁舎電気調達）

  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る随意契約による相手方

　の決定（神戸市ポートアイランド処理場電

　気調達） ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（東部市場日常・定期清掃業務）

  ［行財政局契約監理課］

▽開発行為に関する工事の完了（北区有野町）

 　　［経済観光局調整区域指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（北区八多町）

  　　　［都市局指導課］

水   道   局

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（液体クロマトグラフ質量分析

　計（一式）） 　［水道局水質試験所］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（北（有野町唐櫃）配水管取替工事）

　＜合併入札＞ 　　　［水道局配水課］

交   通   局

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（西神中央駅他１駅電動シャッター

　更新工事）  　［交通局総務課］

そ   の   他

▽採用試験（選考）案内（令和２年度神戸市

　育児休業代替任期付職員）・採用試験案内

　（令和２年度神戸市会計年度任用職員（特

　定事務））　　［人事委員会事務局任用課］

▽２０１９年度公立大学法人神戸市看護大学の財

　務諸表

　［公立大学法人神戸市看護大学法人本部経

　営管理課］

訂      正

  　　　

▽令和２年６月２３日付け神戸市公報第３６６３号

　中 　　　　［企画調整局つなぐラボ］
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２９８３

  条     例  

　神戸市立児童福祉施設等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年１０月２日

　     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第２３号

　　　神戸市立児童福祉施設等に関する条例の一部を改正する条例

　神戸市立児童福祉施設等に関する条例（昭和３３年４月条例第１号）の一部を次のように改正

する。

　別表児童厚生施設の項中「神戸市灘区高羽町３丁目１２番１４号」を「神戸市灘区高羽町４丁目

１番１号」に改める。

　　　附　則

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

する。

―――――――――――――――――

　神戸市印鑑条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年１０月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第２４号

　　　神戸市印鑑条例の一部を改正する条例

　神戸市印鑑条例（昭和４７年１０月条例第５２号）の一部を次のように改正する。

　第２条中「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改める。

　　　附　則

　この条例は，公布の日から施行する。　

―――――――――――――――――

　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

　　令和２年１０月６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第２５号

　　　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年１０月条例第２５号）

の一部を次のように改正する。

　別表中

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号



「

   　　　　　」

「

   　　　　　」

「   　　　　　　　「

   　　　　　」    　　　　」　

改める。

　　　附　則　

　（施行期日）

１　この条例は，公布の日から施行する。

　（適用区分）

２　改正後の別表の規定は，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後その期日を

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ２９８４

　を

日額　１２，８００円。ただし，公職選挙

法（昭和２５年法律第１００号）第４０条

第１項ただし書の規定により投票所

を開く時刻を繰り下げ，又は閉じる

時刻を繰り上げたことにより職務時

間を短縮する場合は，任命権者が定

める額を減額した額

日額　１１，３００円

　に，

日額　１２，８００円。ただし，公職選挙

法（昭和２５年法律第１００号）第４０条

第１項ただし書の規定により投票所

を開く時刻を繰り下げ，又は閉じる

時刻を繰り上げたことにより職務時

間を短縮する場合，職務時間内に交

替する場合その他職務時間を短縮す

る場合は，任命権者が定める額を

減額した額

日額　１１，３００円。ただし，職務時間

内に交替する場合その他職務時間を

短縮する場合は，任命権者が定める

額を減額した額

　に

日額　９，６００円。ただし，立会時間

内に交替する場合その他立会時間を

短縮する場合は，任命権者が定める

額を減額した額

　を

日額　９，６００円。ただし，立会時間

内に交替する場合その他立会時間を

短縮する場合は，９，６００円を超えな

い範囲内で任命権者が定める額



２９８５

　公示され又は告示される選挙，最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第９５条の規定によ

　る投票（以下「選挙等」という。）について適用し，施行日の前日までにその期日を公示さ

　れ又は告示された選挙等については，なお従前の例による。

―――――――――――――――――

　神戸市こべっこあそびひろば条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年１０月７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第２６号

　　　神戸市こべっこあそびひろば条例の一部を改正する条例

　神戸市こべっこあそびひろば条例（平成３０年１２月条例第２２号）の一部を次のように改正する。

　第２条を次のように改める。

　（名称及び位置）

第２条　ひろばの名称及び位置は，次のとおりとする。

　第１３条中「現状」を「原状」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１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１３条の改正規定及び附則第４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，神戸市こべっこあそびひろば・六甲アイランドの供用を開

　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。

　（経過措置）　

３　施行日において，現にこの条例による改正前の神戸市こべっこあそびひろば条例第１５条第

　１項の規定により，神戸市こべっこあそびひろばの指定管理者に指定されている者は，当該

　指定の期間に限り，この条例による改正後の神戸市こべっこあそびひろば条例（以下「新条

　例」という。）第２条に規定する神戸市こべっこあそびひろば・岡場の指定管理者に指定さ

　れたものとみなす。

　（準備行為）

４　新条例を施行するために必要な神戸市こべっこあそびひろば・六甲アイランドに係る指定

　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。
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位置名称

神戸市東灘区向洋町中２丁目９番１号神戸市こべっこあそびひろば・六甲アイランド

神戸市北区藤原台中町１丁目２番２号神戸市こべっこあそびひろば・岡場



―――――――――――――――――

　神戸市青少年会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１０月７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第２７号

　　　神戸市青少年会館条例の一部を改正する条例

　神戸市青少年会館条例（昭和５５年４月条例第１９号）の一部を次のように改正する。

　第２条中「神戸市中央区雲井通５丁目１番２号」を「神戸市中央区東川崎町１丁目３番３

号」に改める。

　第４条第１号中「研修室」を「多目的室」に改め，同条第４号中「談話室」を「音楽室」に

改め，同条第５号中「レクリエーションホール」を「練習室」に改め，同条中第６号から第１０

号までを削り，同条第１１号を同条第６号とする。

　　　附　則

　この条例は，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から施行

する。

  規     則  

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

　　令和２年１０月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第３１号

　　　神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例施行規則

第１章　総則（第１条）

第２章　土砂等の不適正な処理の防止（第２条―第２１条）

第３章　保証金の預託（第２２条・第２３条）

第４章　土地所有者の責務（第２４条）

第５章　土砂搬入禁止区域（第２５条）

第６章　雑則（第２６条・第２７条）

附則

　　　第１章　総則

　（趣旨）

第１条　この規則は，神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例（令和２

　年６月条例第１０号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　　　第２章　土砂等の不適正な処理の防止

　（土壌安全基準）

第２条　条例第７条第１項に規定する規則で定める土壌の安全に関する基準（以下「土壌安全
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２９８７

　基準」という。）は，別表第１の左欄に掲げる土砂等に含まれる物質の区分に応じ，それぞ

　れ同表の右欄に掲げるとおりとする。

　（生活環境の保全上必要な措置が図られている土砂埋立て等）

第３条　条例第７条第１項に規定する規則で定める土砂埋立て等は，次に掲げる土砂埋立て等

　とする。

　⑴　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下この条及び次条にお

　　いて「法」という。）第８条第１項に規定する許可を受けた廃棄物の処理及び清掃に関す

　　る法律施行令（昭和４６年政令第３００号。以下この条及び次条において「政令」という。）

　　第５条第２項に規定する一般廃棄物の最終処分場において行う土砂埋立て等

　⑵　法第１５条第１項に規定する許可を受けた政令第７条第１４号イ又はハに掲げる産業廃棄物

　　の最終処分場において行う土砂埋立て等

　⑶　土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第７条第１項，第４項又は第５項の規定により

　　実施する汚染の除去等の措置として行う土砂埋立て等

　⑷　土壌汚染対策法第１２条第１項の規定による届出に基づき行う土地の形質の変更として行

　　う土砂埋立て等

　（許可を要しない特定事業）

第４条　条例第８条第１号に規定する規則で定める公共的団体は，次に掲げる公共的団体とす

　る。

　⑴　地方住宅供給公社

　⑵　独立行政法人空港周辺整備機構

　⑶　地方道路公社

　⑷　日本下水道事業団

　⑸　土地開発公社

　⑹　国立研究開発法人森林研究・整備機構

　⑺　独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

　⑻　独立行政法人中小企業基盤整備機構

　⑼　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

　⑽　独立行政法人労働者健康安全機構

　⑾　独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

　⑿　独立行政法人水資源機構

　⒀　独立行政法人都市再生機構

２　条例第８条第１号に規定する規則で定める事業は，次に掲げる事業とする。

　⑴　国又は地方公共団体が行う事業

　⑵　地方住宅供給公社が，地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）第２１条第３項に規

　　定する業務として行う事業

　⑶　独立行政法人空港周辺整備機構が，公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の

　　防止等に関する法律（昭和４２年法律第１１０号）第２８条各項に規定する業務として行う事業

　⑷　地方道路公社が，地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）第２１条第１項から第３項まで

　　に規定する業務として行う事業

　⑸　日本下水道事業団が，日本下水道事業団法（昭和４７年法律第４１号）第２６条第１項に規定
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　　する業務として行う事業

　⑹　土地開発公社が，公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第１７条第１

　　項又は第２項に規定する業務として行う事業

　⑺　国立研究開発法人森林研究・整備機構が，国立研究開発法人森林研究・整備機構法（平

　　成１１年法律第１９８号）附則第６条第１項又は第８条第１項に規定する業務として行う事業

　⑻　独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が，独立行政法人石油天然ガス・金属鉱

　　物資源機構法（平成１４年法律第９４号）第１１条第１項に規定する業務として行う事業

　⑼　独立行政法人中小企業基盤整備機構が，独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成１４

　　年法律第１４７号）第１５条第１項若しくは第２項又は附則第５条第１項若しくは第２項に規

　　定する業務として行う事業

　⑽　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が，独立行政法人高齢・障害・求職者雇

　　用支援機構法（平成１４年法律第１６５号）第１１条第１項に規定する職業能力開発業務として

　　行う事業

　⑾　独立行政法人労働者健康安全機構が，独立行政法人労働者健康安全機構法（平成１４年法

　　律第１７１号）第１２条第１項に規定する業務として行う事業

　⑿　独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が，独立行政法人鉄道建設・運輸施設整

　　備支援機構法（平成１４年法律第１８０号）第１３条第１項又は第３項に規定する業務として行

　　う事業

　⒀　独立行政法人水資源機構が，独立行政法人水資源機構法（平成１４年法律第１８２号）第１２

　　条第１項又は第２項に規定する業務として行う事業

　⒁　独立行政法人都市再生機構が，独立行政法人都市再生機構法（平成１５年法律第１００号）

　　第１１条第１項から第３項まで又は附則第１２条第１項に規定する業務として行う事業

３　条例第８条第３号に規定する規則で定める事業は，前条各号に掲げる土砂埋立て等の事業

　のほか，次に掲げる土砂埋立て等の事業とする。

　⑴　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第２条第２項に規定する土地改良事業として行う

　　土砂埋立て等の事業

　⑵　土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第２条第１項に規定する土地区画整理事業と

　　して行う土砂埋立て等の事業

　⑶　都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第２条第１号に規定する市街地再開発事業として

　　行う土砂埋立て等の事業

　⑷　港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第２条第５項第８号に規定する野積場（同項に規定す

　　る港湾施設又は同条第６項の規定により当該港湾施設とみなされるものに限る。）におい

　　て行う土砂埋立て等の事業

　⑸　法第１５条第１項に規定する許可を受けた政令第７条第１４号ロに掲げる産業廃棄物の最終

　　処分場において行う土砂埋立て等の事業

　⑹　都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第２０条第１項に規定する民間都市再生事業

　　計画の認定を受けて行う土砂埋立て等の事業

　（事前協議）

第５条　条例第９条第１項に規定する事前協議は，事前協議書（様式第１号）により行うもの

　とする。
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２９８９

２　前項に規定する事前協議書に記載する事項は，次に掲げる事項とする。

　⑴　条例第８条の許可を受けようとする者の氏名及び住所（法人にあっては，その名称及び

　　代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地）並びに連絡先並びに現場責任者の氏名，住所

　　及び連絡先

　⑵　特定事業の事業区域の位置，土地の地目及び面積

　⑶　特定事業の目的

　⑷　特定事業の期間

　⑸　予定搬入土量及び土砂採取予定場所

　⑹　特定事業完了後の土地利用計画

　⑺　前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事項

３　第１項の事前協議書には，次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

　⑴　条例第８条の許可を受けようとする者の住民票の写し（法人にあっては，登記事項証明

　　書）

　⑵　事業区域の周辺位置図

　⑶　事業区域の現況を示す写真

　⑷　事業区域の土地の登記事項証明書及び公図の写し

　⑸　事業区域の土地所有者の一覧

　⑹　次に掲げる事項を示す事業区域及びその周辺の平面図

　　ア　方位

　　イ　事業区域の境界

　　ウ　事業区域の出入り口

　　エ　土砂埋立て等の用に供する区域

　　オ　事務所その他の工作物を設置する位置

　⑺　特定事業に使用する土砂等の量（一時たい積事業にあっては，最大たい積時における土

　　砂等の量）の計算書

　⑻　廃棄物の土砂等への混入を防止するために講ずる措置の内容を示す書類

　⑼　土壌安全基準に適合しない土砂等の使用を防止するために講ずる措置の内容を示す書類

　⑽　排水工その他の排水施設の構造及び能力を示す書類又は図面，配置の状況を示す平面図，

　　排水の計画及び汚染状態を測定するために排水を採取する場所を示す平面図

　⑾　特定事業の施工期間中における事業区域内から発生する粉じん，騒音及び振動を防止す

　　るために講ずる措置の内容を示す書類

　⑿　特定事業の施工期間中における災害を防止するための施設その他の措置の状況を示す事

　　業区域の平面図及び断面図並びに施工期間中における災害を防止するために講ずる措置の

　　内容を示す書類

　⒀　特定事業が完了した場合の事業区域の構造（一時たい積事業にあっては，　最大たい積

　　時における土砂等のたい積の状況を示す断面図）及び特定事業を行う前の事業区域の構造

　　を示す平面図及び断面図

　⒁　土砂埋立て等の用に供する区域の構造の安全性を証する書類又は図面

　⒂　特定事業の施工中及び施工後の当該事業区域とその周辺の地域の景観において，自然環

　　境との調和を図るために講ずる措置を示す書類又は図面
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　⒃　条例第１０条第１項に規定する説明会の開催計画書（様式第２号）

　⒄　前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類又は図面

　（説明会等）

第６条　条例第１０条第１項に規定する規則で定める事項は，次に掲げる事項とする。

　⑴　条例第１２条各号に掲げる事項

　⑵　事業区域の周辺位置図

２　条例第１０条第１項に規定する規則で定める周辺地域の住民等は，次に掲げるものとする。

　⑴　特定事業の事業区域（以下「特定事業区域」という。）の境界から水平距離が１５メート

　　ルの範囲内の住民及び自治会（当該特定事業区域の面積が３，０００平方メートル未満の場合

　　に限る。）

　⑵　特定事業区域の境界から水平距離が５０メートルの範囲内の住民及び自治会（当該特定事

　　業区域の面積が３，０００平方メートル以上の場合に限る。）

　⑶　特定事業区域からの排水が流入する河川その他の公共用水域（水質汚濁防止法（昭和４５

　　年法律第１３８号）第２条第１項に規定する公共用水域をいう。）の下流において，現に農

　　業用水として取水している者及び土地改良区その他これに類する団体

３　条例第８条の許可を受けようとする者は，条例第１０条第１項に規定する説明会を開催する

　に当たっては，あらかじめ事業区域において，資料の提示その他適切な方法により事業計画

　の周知に努めるものとする。

４　条例第１０条第２項に規定する説明会等に関する報告書の様式は，様式第３号のとおりとす

　る。

　（土地所有者の同意）

第７条　条例第１１条第１項及び第３項に規定する規則で定める書面（以下「同意書」とい 

　う。）の様式は，様式第４号のとおりとする。

　（許可の申請） 

第８条　条例第１２条に規定する規則で定める申請書の様式は，様式第５号のとおりとする。

２　条例第１２条に規定する規則で定める書類及び図面は，次に掲げるものとする。

　⑴　第５条第３項第１号から第１５号までに掲げる書類

　⑵　第６条第４項に規定する報告書

　⑶　前条に規定する同意書

　⑷　土地所有者の印鑑登録証明書（法人にあっては，印鑑証明書）

　⑸　条例第８条の許可を受けようとする者及び現場責任者が条例第１５条第１項第１号アから

　　キまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面（様式第６号）

　⑹　申請書を提出する年度の直前３年の貸借対照表，損益計算書及び法人税に係る納税証明

　　書であって納付すべき税額，納付した税額及び未納税額等を証明するもの（いずれも条例

　　第８条の許可を受けようとする者が法人の場合に限る。）

　⑺　資産に関する調書（様式第７号）及び申請書を提出する年度の直前３年の所得税に係る

　　納税証明書（いずれも条例第８条の許可を受けようとする者が個人の場合に限る。）　

　⑻　特定事業の施工に要する経費に係る資金調達計画書（様式第８号）

　⑼　前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類又は図面

　（環境影響調査）
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２９９１

第９条　条例第１４条第１項及び第２項に規定する規則で定める規模は，面積１０，０００平方メート

　ルとする。

２　条例第１４条第１項に規定する調査及び予測は，次の各号に掲げる項目の区分に応じ，当該

　各号に定める方法により行うものとする。

　⑴　事業区域及びその周辺地域における大気質，騒音，振動及び水質　廃棄物処理施設生活

　　環境影響調査指針について（平成１８年９月４日付環廃対０６０９０４００２号・環廃産０６０９０４００４号

　　環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長　環境省大臣官房廃棄物・リサ

　　イクル対策部産業廃棄物課長通知）別添廃棄物処理施設生活環境影響調査指針第３章に規

　　定する方法に準じた方法

　⑵　事業区域及びその周辺地域における自然環境　神戸市環境影響評価等に関する条例（平

　　成９年１０月条例第２９号）第８条第１項の規定に基づく環境影響評価等技術指針に定める植

　　物，動物及び生態系に係る調査及び予測の手法に準じた方法

３　条例第１４条第１項に規定する結果を記載した書類は，次に掲げる事項を記載するものとす

　る。

　⑴　前項に掲げる項目の現況及びその把握方法

　⑵　特定事業が前項に掲げる項目に及ぼす影響の程度を分析した結果

　⑶　生活環境及び自然環境を保全するために講じる措置の内容（前号に規定する分析の結果，

　　生活環境及び自然環境を保全するための措置を講じる必要がある場合に限る。）

　（特定事業に係る区域の基準）

第１０条　条例第１５条第１項第１０号（条例第１６条第４項において準用する場合を含む。以下この

　章において同じ。）に規定する規則で定める構造上の基準は，次に掲げる基準とする。

　⑴　盛土に係る法面の勾配が３０度以下であること。

　⑵　盛土に係る法面に樹木，竹又は芝その他地被植物を植栽し，その種子をまき，又は必要

　　に応じてその他の法面保護の措置を適切に講ずるものであること。

　⑶　盛土の高さが３０メートルを超えないこと。

　⑷　盛土の高さが５メートルを超える場合は，原則として５メートルごとに小段を設置する

　　こと。

　⑸　盛土の高さが１５メートルを超える場合は，安定計算をした結果に基づく安全性が確保さ

　　れていること。

　⑹　土砂等の流出又は崩落の発生を防止するため，必要な措置が講じられていること。

　⑺　雨水その他これに類するものを適切に排水するために十分な能力及び構造を有する排水

　　工を設置すること。

　⑻　渓間への土砂埋立て等にあっては，法留堰堤及び埋設堰堤を設置するとともに，地下水

　　を適切に排除するための措置を講ずるものであること。

　⑼　前各号に定めるもののほか，土砂埋立て等の構造は，土砂埋立て等に用いる土砂等の性

　　質，土砂埋立て等の高さ，地形，気象その他の状況を勘案して，現地に適合した安全なも

　　のであること。

２　条例第１５条第２項に規定する規則で定める法令等に基づく許認可等を要する行為は，次に

　掲げる行為とする。

　⑴　森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の２第１項又は第３４条第２項に規定する許可を
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　　要する行為

　⑵　宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第８条第１項の規定による許可を要する行

　　為

　⑶　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項又は第２項の規定による許可を要す

　　る行為

　⑷　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第７条第１項の

　　規定による許可を要する行為

　⑸　砂防指定地管理条例（平成１５年兵庫県条例第３０号）第４条第１項の規定による許可を要

　　する行為

３　条例第１５条第３項に規定する規則で定める法令等に基づく許認可等を要する行為は，都市

　計画法第２９条第１項又は第２項の規定による許可を要する行為とする。

　（変更の許可等）

第１１条　条例第１６条第１項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は，条例第１２条第１号，

　第２号，第４号及び第７号に掲げる事項の変更とする。

２　条例第１６条第２項に規定する規則で定める申請書の様式は，様式第９号のとおりとする。

３　条例第１６条第２項に規定する規則で定める書類及び図面は，第８条第２項各号に掲げる書

　類及び図面のうち，当該変更に係る書類及び図面とする。

４　条例第１６条第２項第３号に規定する規則で定める事項は，次に掲げる事項とする。

　⑴　条例第８条の許可を受けた年月日及び許可番号

　⑵　事業区域の位置

　⑶　変更予定年月日

５　条例第１６条第３項の規定による届出は，特定事業軽微変更届（様式第１０号）により行うも

　のとする。

６　前項の届出には，変更内容を説明する書類を添付するものとする。

　（土砂等の搬入の届出）

第１２条　条例第１８条第１項に規定する規則で定める届出書の様式は，様式第１１号のとおりとす

　る。

２　条例第１８条第１項に規定する書面として規則で定めるものは，土砂等採取場所の土地所有

　者，土砂等の発生を伴う事業を行った者その他の権原に基づき当該土砂等の採取を行った者

　が発行する土砂等採取場所証明書（様式第１２号）とする。

３　条例第１８条第２項各号列記以外の部分に規定する書面として規則で定めるものは，土壌汚

　染対策法第３条第１項に規定する環境大臣が指定する者又は計量法（平成４年法律第５１号）

　第１０７条に規定する登録を受けた者が発行した搬入しようとする土砂等に係る検査の結果を

　証する書面とする。

４　条例第１８条第２項第２号に規定する書面として規則で定めるものは，採石法（昭和２５年法

　律第２９１号）第３３条の規定による採取計画の認可又は砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第

　１６条の規定による採取計画の認可を受けていることを証する書面とする。

　（搬入搬出管理簿）

第１３条　条例第１９条に規定する搬入搬出管理簿の様式は，様式第１３号のとおりとする。

　（標識の掲示） 
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２９９３

第１４条　条例第２０条第１項に規定する規則で定める事項は，次に掲げる事項とする。

　⑴　許可年月日及び許可番号

　⑵　特定事業の許可を受けた者の住所又は所在地及び連絡先

　⑶　特定事業の目的

　⑷　特定事業の施工期間

　⑸　土砂埋立て等に使用される土砂等の主な採取場所及び搬入予定量（一時たい積事業にあ

　　っては，土砂等の年間の搬入及び搬出の予定量）

２　前項に掲げる事項を記載した標識は，様式第１４号のとおりとする。

　（搬入土砂の検査及び報告）

第１５条　条例第２１条第１項に規定する規則で定める方法は，次に掲げる方法とする。

　⑴　搬入する全ての土砂等について，重機その他これに類するものにより攪拌（かくはん）

　　し，廃棄物及び土壌を汚染するおそれがある物の混入又は付着の状況を確認すること。

　⑵　前号による確認を行っている間は，搬入車両を待機させておくこと。

２　条例第２１条第３項に規定する報告は，搬入土砂検査結果報告書（様式第１５号）により行う

　ものとする。

３　前項の報告は，事業開始後，連続する３月ごとに取りまとめ，当該取りまとめた月の翌月

　に市長に提出するものとする。

　（水質調査の実施及び報告）

第１６条　条例第２２条第１項に規定する水質調査は，次の各号に掲げる項目の区分に応じ，当該

　各号に定める頻度で行うものとする。

　⑴　別表第２の左欄に掲げる項目（次号に掲げる項目を除く。）　年１回以上（特定事業の

　　期間が１年未満の場合は，その期間中に１回以上）

　⑵　別表第２の左欄に掲げる項目のうち，鉛及びその化合物， 砒 素及びその化合物，ほう素
ひ

　　及びその化合物並びにふっ素及びその化合物　月１回以上

２　前項第２号に規定する項目に係る調査の結果が別表第２の右欄に掲げる基準を超過した場

　合は，条例第２２条第２項の規定により，直ちに市長に報告するとともに，直ちに同表の左欄

　に掲げる全ての項目について，調査を行うものとする。

３　前２項の調査は，別表第２の左欄に掲げる項目ごとに，排水基準を定める省令の規定に基

　づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法（昭和４９年環境庁告示第６４号）に規定する方

　法に準じた方法により行うものとする。

４　第１項及び第２項の調査実施の結果は，当該調査実施後１月以内に，水質調査結果報告書

　（様式第１６号）により市長に報告するものとする。

５　前項の報告には，土壌汚染対策法第３条第１項に規定する環境大臣が指定する者又は計量

　法第１０７条の規定による登録を受けた者が発行した水質調査の結果を証する書面を添付する

　ものとする。

６　条例第２２条第１項ただし書に規定する規則で定める事業は，市街化区域において，都市計

　画法第２９条第１項又は第２項の規定による許可を要する行為とする。

７　条例第２２条第２項に規定する規則で定める水質の基準は，別表第２の左欄に掲げる有害物

　質の種類ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

　（申請書等の公開）
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第１７条　条例第２３条の規定により公開する書類は，次に掲げる書類とする。

　⑴　条例第１２条の規定により提出した第８条第１項及び第２項第１号に規定する書類の写し

　⑵　条例第２１条第３項の規定により報告した第１５条第２項に規定する様式第１５号の写し

　⑶　条例第２２条第１項の規定により報告した前条第４項に規定する様式第１６号の写し

２　前条各号の書類の公開は，次の各号に掲げる書類の区分に応じ，当該各号に定める日から

　条例第２４条第１項及び条例第２５条の規定による届出を行った日まで行うものとする。

　⑴　前項第１号に規定する書類　条例第８条の規定による許可を受けた日の翌日

　⑵　前項第２号に規定する書類　条例第２１条第１項に規定する検査を行った月の翌月の初日

　⑶　前項第３号に規定する書類　条例第２２条第１項に規定する水質調査を行った月の翌月の

　　初日

３　条例第２３条に規定する規則で定める方法は，次に掲げる方法によるものとする。

　⑴　磁気ディスクの配布

　⑵　特定事業の実施のために設置した事務所その他の場所における紙媒体での記録の閲覧

　⑶　前２号に掲げるもののほか，市長が認める方法

４　条例第２３条ただし書に規定する個人情報であって規則で定めるものは，神戸市情報公開条

　例（平成１３年７月条例第２９号）第１０条第１号又は第２号に該当する情報とする。

　（特定事業の廃止の届出）

第１８条　条例第２４条第１項の規定による届出は，特定事業廃止届（様式第１７号）に次に掲げる

　書類及び図面を添付して行うものとする。

　⑴　特定事業を廃止する時の事業区域の構造を示す平面図及び断面図

　⑵　特定事業を廃止する時の事業区域の状況を示す写真

　⑶　特定事業に使用された土砂等の流出又は崩落による災害の発生を防止するために講じた

　　措置の内容を示す書類及び図面

　⑷　特定事業を廃止する時に実施した自然環境の保全上の支障を除去するために講じた措置

　　の内容を示す書類及び図面

２　条例第２４条第２項に規定する水質調査の報告は，別表第２の左欄に掲げる全ての項目につ

　いて，第１６条第３項に定める方法により行い，その結果を様式第１６号により報告するものと

　する。

３　前項の規定による報告には，土壌汚染対策法第３条第１項に規定する環境大臣が指定する

　者又は計量法第１０７条に規定する登録を受けた者が発行した水質調査の結果を証する書類を

　添付するものとする。

４　条例第２４条第３項に規定する水質基準は，別表第２の右欄に掲げるとおりとする。

　（特定事業の完了の届出）

第１９条　条例第２５条において準用する条例第２４条第１項の規定による届出は，特定事業完了届

　（様式第１８号）に次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。

　⑴　特定事業を完了する時の事業区域の構造を示す平面図及び断面図

　⑵　特定事業を完了する時の事業区域の状況を示す写真

　⑶　特定事業を完了する時に実施した自然環境の保全上の支障を除去するために講じた措置

　　の内容を示す書類及び図面

２　前条第２項から第４項までの規定は，条例第２５条において準用する条例第２４条第２項の規
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２９９５

　定により行う水質調査の報告及び同条第３項に規定する水質基準について準用する。

　（譲受け）

第２０条　条例第２６条第１項に規定する規則で定める書類の様式は，様式第１９号のとおりとする。

２　前項の書類には，第８条第２項各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

　（相続等の届出）

第２１条　条例第２７条第２項の規定による届出は，特定事業相続等届出書（様式第２０号）により

　行うものとする。

２　前項の届出書には，次に掲げる書類を添付するものとする。

　⑴　戸籍謄本（法人にあっては，登記事項証明書）

　⑵　前号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類

　　　第３章　保証金の預託

　（保証金の預託）

第２２条　条例第３２条第１項に規定する規則で定める規模は，事業区域の面積が５０，０００平方メー

　トル以上であるもの又は事業区域のうち緑地の保全，育成及び市民利用に関する条例（平成

　３年４月条例第２号）第４条第３項に規定する緑地の保全区域若しくは同条第４項に規定す

　る緑地の育成区域の面積が２５，０００平方メートル以上であるもの（都市計画法第２９条第１項又

　は第２項に規定する許可の対象となる事業は除く。）とする。

２　条例第３２条第１項ただし書に規定する規則で定める方法は，条例第３２条第２項の規定によ

　り算定した額（以下この項及び事項において「算定額」という。）の２分の１に相当する額

　を条例第１２条の規定による許可の申請時に，算定額の２分の１に相当する額を特定事業の期

　間の年数（当該期間が１年を超える場合であって１年未満の端数がある場合はこれを切り捨

　てた年数をいう。）で除して得た額（その額に１，０００円未満の端数がある場合はこれを切り

　捨てた額。以下この項において「分割額」という。）を毎年３月３１日までに預入することに

　より行うものとする。ただし，その期間が１年未満である特定事業に係る保証金については，

　条例第３２条第１項本文に規定する方法により預入するものとする。

３　前項本文の規定にかかわらず，算定額の２分の１に相当する額と分割額に当該年数を乗じ

　て得た額との差額がある場合は，初めて分割額を預入する際に，分割額に当該差額を合算し

　た額を預入するものとする。

４　第２項本文の規定にかかわらず，最後の分割額の預入（第２項本文に規定する年数が１で

　ある場合は，初めての分割額の預入）は，第２項本文の規定を適用したとしたならば最後に

　分割額を預入すべきものとされる期限の日（第２項本文に規定する年数が１である場合は，

　初めて分割額を預入すべきものとされる期限の日）と特定事業の期間の最終日の６月前の日

　のいずれか早い日までに行うものとする。

５　条例第３２条第３項に規定する規則で定める書類は，保証金に係る預金債権に関する質権設

　定契約書（以下「質権設定契約書」）とする。

６　前項に規定する質権設定契約書には，次に掲げる事項を記載するものとする。

　⑴　保証金の額

　⑵　質権の被担保債権に関する事項

　⑶　質権設定の手続きに関する事項

　⑷　その他必要な事項

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号



７　条例第３２条第３項に規定する質権設定契約の締結に必要となる費用は，条例第８条，条例

　第１６条第１項及び条例第２６条第１項の許可を受けようとする者の負担とする。

　（保証金の使途）

第２３条　条例第３３条第２項に規定する協定は，保証金に関する協定書（以下「協定書」とい 

　う。）とする。

２　前項に規定する協定書には，次に掲げる事項を記載するものとする。

　⑴　協定の目的

　⑵　対象となる工事及び区域

　⑶　保証金の充当に関する事項

　⑷　保証金残額の返還に関する事項

　⑸　工事により築造された施設等の所有及び管理に関する事項

　⑹　その他保証金の使用に関する必要な事項

　　　第４章　土地所有者の責務

　（土地所有者による土砂埋立て等の施工状況の確認）

第２４条　条例第３５条第１項に規定する施工状況の確認は，次に掲げる事項について，毎月１回

　以上行うものとする。

　⑴　施工状況が，条例第１１条第１項及び第３項の規定による同意の際説明を受けた内容に相

　　違していないこと。

　⑵　当該特定事業区域において，土砂等の崩落，飛散若しくは流出による災害の発生又はそ

　　のおそれがないこと。

２　前項の場合において，条例第１１条第１項及び第３項の規定に基づき，特定事業の実施につ

　いて同意した土地所有者が，施工状況の確認を行うことが困難な事情があるときは，他の者

　に確認させることにより施工状況の確認を行うことができる。

　　　第５章　土砂搬入禁止区域

　（土砂搬入禁止区域の指定）

第２５条　条例第３７条第２項（条例第３９条第２項において準用する場合を含む。）の規定による

　公示は，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，当該各号に定める事項について，市公報によ

　り行うものとする。

　⑴　土砂搬入禁止区域を指定する場合　土砂搬入禁止区域の位置，区域及び面積，指定の期

　　間，指定の理由並びに土砂搬入禁止区域の区域を示す図面

　⑵　土砂搬入禁止区域の指定を解除する場合　土砂搬入禁止区域の位置並びに区域及び面積

　　　第６章　雑則

　（身分証明書の様式）

第２６条　条例第３７条第６項及び条例第４１条第２項に規定する証明書の様式は，様式第２１号のと

　おりとする。

　（公表）

第２７条　条例第４２条第１項に規定する規則で定める事項は，次に掲げる事項とする。

　⑴　許可の取消し等に係る土砂埋立て等の概要

　⑵　許可の取消し等を行った理由

　　　附　則

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ２９９６



２９９７

　この規則は，令和２年１１月１日から施行する。

別表第１（第２条関係）

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

基　　準

土砂等に含まれる物質 土砂等に含まれる物質の

量

土砂等に水を加えた場合に

溶出する物質の量

土壌１キログラムにつき

カドミウム１５０ミリグラ

ム以下であること。

検液１リットルにつきカド

ミウム０．０１ミリグラム以下

であること。

カドミウム及びその化合物

土壌１キログラムにつき

六価クロム２５０ミリグラ

ム以下であること。

検液１リットルにつき六価

クロム０．０５ミリグラム以下

であること。

六価クロム化合物

―検液１リットルにつき

０．００２ミリグラム以下であ

ること。

クロロエチレン（別名塩化ビニル

又は塩化ビニルモノマー）

―検液１リットルにつき

０．００３ミリグラム以下であ

ること。

２―クロロ―４，６―ビス（エチ

ルアミノ）―１，３，５―トリア

ジン（別名シマジン又はＣＡＴ）

土壌１キログラムにつき

遊離シアン５０ミリグラム

以下であること。

検液中にシアンが検出され

ないこと。

シアン化合物

―検液１リットルにつき０．０２

ミリグラム以下であること。

Ｎ，Ｎ―ジエチルチオカルバミン

酸Ｓ―４―クロロベンジル（別名

チオベンカルブ又はベンチオカ－

ブ）

―検液１リットルにつき

０．００２ミリグラム以下であ

ること。

四塩化炭素

―検液１リットルにつき

０．００４ミリグラム以下であ

ること。

１，２―ジクロロエタン

―検液１リットルにつき０．１

ミリグラム以下であること。

１，１―ジクロロエチレン（別名

塩化ビニリデン）

―検液１リットルにつき０．０４

ミリグラム以下であること。

シス―１，２―ジクロロエチレン

―検液１リットルにつき

０．００２ミリグラム以下であ

ること。

１，３―ジクロロプロペン（別名

Ｄ―Ｄ）



令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ２９９８

―検液１リットルにつき０．０２

ミリグラム以下であること。

ジクロロメタン（別名塩化メチレ

ン）

土壌１キログラムにつき

水銀１５ミリグラム以下で

あること。

検液１リットルにつき水銀

０．０００５ミリグラム以下であ

り，かつ，検液中にアルキ

ル水銀が検出されないこと。

水銀及びその化合物

土壌１キログラムにつき

セレン１５０ミリグラム以

下であること。

検液１リットルにつきセレ

ン０．０１ミリグラム以下であ

ること。

セレン及びその化合物

―検液１リットルにつき０．０１

ミリグラム以下であること。

テトラクロロエチレン

―検液１リットルにつき

０．００６ミリグラム以下であ

ること。

テトラメチルチウラムジスルフィ

ド（別名チウラム又はチラム）

―検液１リットルにつき１ミ

リグラム以下であること。

１，１，１―トリクロロエタン

―検液１リットルにつき

０．００６ミリグラム以下であ

ること。

１，１，２―トリクロロエタン

―検液１リットルにつき０．０３

ミリグラム以下であること。

トリクロロエチレン

土壌１キログラムにつき

鉛１５０ミリグラム以下で

あること。

検液１リットルにつき鉛

０．０１ミリグラム以下である

こと。

鉛及びその化合物

土壌１キログラムにつき

砒素１５０ミリグラム以下

であること。

検液１リットルにつき砒素

０．０１ミリグラム以下である

こと。

砒素及びその化合物

土壌１キログラムにつき

ふっ素４，０００ミリグラム

以下であること。

検液１リットルにつきふっ

素０．８ミリグラム以下であ

ること。

ふっ素及びその化合物

―検液１リットルにつき０．０１

ミリグラム以下であること。

ベンゼン

土壌１キログラムにつき

ほう素４，０００ミリグラム

以下であること。

検液１リットルにつきほう

素１ミリグラム以下である

こと。

ほう素及びその化合物

―検液中に検出されないこと。ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ

Ｂ）



２９９９

　備考

　　１　測定方法は，市長が定める測定方法によること。

　　２　ダイオキシン類とは，ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年法律第１０５号）第２

　　　条第１項に規定するダイオキシン類をいう。

　　３　ダイオキシン類に係る値は，２，３，７，８―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの

　　　毒性に換算した値とする。

別表第２（第１６条第６項関係）

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

―検液中に検出されないこと。有機りん化合物（ジエチルパラニ

トロフェニルチオホスフェイト

（別名パラチオン），ジメチルパ

ラニトロフェニルチオホスフェイ

ト（別名メチルパラチオン），ジ

メチルエチルメルカプトエチルチ

オホスフェイト（別名メチルジメ

トン）及びエチルパラニトロフェ

ニルチオノベンゼンホスホネイト

（別名ＥＰＮ）に限る。）

土壌１グラムにつき

１，０００ピコグラム－ＴＥ

Ｑ以下であること。

―ダイオキシン類

排水基準を定める省令（昭和４６年総理府令

第３５号）第１条に基づく排水基準

（ミリグラム／リットル）

有害物質の種類（水質汚濁防止法施行令（昭

和４６年政令第１８８号）第２条各号に規定する

物質）

０．０３カドミウム及びその化合物

１シアン化合物

１有機 燐 化合物（パラチオン，メチルパラチオ
りん

ン，メチルジメトン及びＥＰＮに限る。）

０．１鉛及びその化合物

０．５六価クロム化合物

０．１砒素及びその化合物

０．００５水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

検出されないこと。アルキル水銀化合物

０．００３ポリ塩化ビフェニル

０．１トリクロロエチレン

０．１テトラクロロエチレン



 

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０００

０．２ジクロロメタン

０．０２四塩化炭素

０．０４１，２―ジクロロエタン

１１，１―ジクロロエチレン

シス体：０．４１，２―ジクロロエチレン

３１，１，１―トリクロロエタン

０．０６１，１，２―トリクロロエタン

０．０２１，３―ジクロロプロペン

０．０６チウラム

０．０３シマジン

０．２チオベンカルブ

０．１ベンゼン

０．１セレン及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの　

１０

海域に排出されるもの　２３０

ほう素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの　

８

海域に排出されるもの　１５

ふっ素及びその化合物

アンモニア性窒素に１０分の４を乗じたもの，

亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量とし

て　１００

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

０．５１，４―ジオキサン
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  告     示  

神戸市告示第４６３号

　次のとおり町及び字の区域の変更をするので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条

第２項の規定により告示する。

　　令和２年１０月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　町及び字の区域の変更

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０２８

備　　考
変更後変　　更　　前

町地　番小字町

１　変更前の欄の

　区域に介在する

　道路及び水路の

　一部は，変更後

　の欄の区域に編

　入する。

２　変更前の欄の

　地番は，令和２

　年７月１４日現在

　の地番である。

井吹台

北町３

丁目

５０の２６，５０の２７，５０の２８，５０の２９，

５０の６２，５０の７８，７７の６

大谷櫨谷町

池谷

１４５の３，１４５の４，１４５の５，１４５の２０，

１４５の２７，１４５の３４，１４５の４５，１５６の１，

１５７

城ヶ谷

２２８の８，２２８の９，２２８の３３，２２８の３４，

２２８の３５，２２８の５６，２２８の５９，２２８の６４，

２２８の７１，２３９の２，２４０の１，２４１，

２４２の１，２４３，２４４の２，３１１の３，

３１１の６，３１１の９

山ノ谷

３１８の１，３１９の９，３１９の１１，３１９の１６光松

井吹台

北町５

丁目

２９の３，２９の４，２９の１０，２９の１７，

２９の１８，２９の１９，２９の２３

五ケ谷櫨谷町

福谷

１５９，１６０，１６１，１６２，１６２の１，１６２の２，

１６３の１，１６４の１，１６７の５，１６８の３，

１６８の４，１６８の５，１６８の６，１６８の７，

１６８の８，１６８の９，１６８の１０，１６８の１１，

１６８の１１の１，１６８の１２，１６８の１３，１６８の１４，

１６８の１５，１６８の１６，１６８の１７，１６８の１８，

１６８の１９，１６８の２０，１６８の２１，１６８の２２，

１６８の２４，１６８の２５，１６８の２６

縁谷

１６９，１７０，１７１の１，１７２の１，１７７の１，

１７７の２，１７７の３，１７７の１２，１７７の１４，

１８５の１，１８６，１８７，１８８，１８９，１９０，１９１，

１９２，１９３，１９４，１９５，１９６，１９７，

１９８・１９８の１合併，１９９

三ツ松

２００口縁谷
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２　実施する期日

　　令和２年１０月７日からその効力を生ずるものとする。

―――――――――――――――――

神戸市告示第４６４号

　人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例（平成８年４月条例第１０号）第１８条第１項の

規定に基づく里づくり計画の認定を行ったので，同条第６項の規定により，次のとおり告示す

る。

　　令和２年１０月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　認定する里づくり計画

　　　西下里づくり計画

　　　神影里づくり計画

　　　西畑里づくり計画

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４６５号

　人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例（平成８年４月条例第１０号）第１８条第７項の

規定に基づく里づくり計画の変更の認定を行ったので，同条第８項において準用する同条第６

項の規定により，次のとおり告示する。

　　令和２年１０月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　変更認定する里づくり計画

　　　野瀬里づくり計画

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

３３９の３，３３９の４，３３９の５，３３９の１０，

３３９の１１，３３９の１２，３３９の１３，３３９の１４，

３３９の１５，３３９の１６，３３９の２４，３３９の２６，

３３９の２７，３３９の２８，３３９の２９，３３９の３０，

３３９の３１，３３９の３２，３３９の３３，３３９の３４，

３３９の３６，３３９の３７，３３９の３８，３３９の４９，

３３９の５５，３３９の５８

助廣

１２４２の５０，１２４２の６８櫨谷櫨谷町

寺谷

１９の１，１９の１２小谷櫨谷町

池谷 ５０の２，５０の３，５０の４，５０の２５，５０の３７，

５０の３８，５０の４２，５０の４３，７２の１，７３の１，

７４，７４の２

大谷



　　　岩谷里づくり計画

　　　黒田里づくり計画

　　　西戸田里づくり計画

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第４６６号

　次の認定特定非営利活動法人について，特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第５３

条第２項の規定により次のとおり告示する。

　　令和２年１０月５日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　該当の認定特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　認定特定非営利活動法人神戸国際占術協会

　⑵　主たる事務所の所在地

　　　神戸市兵庫区五宮町１５番１９号

　⑶　代表者の氏名

　　　峯山　結実

２　変更があった事項及びその内容

　　同法人の定款第２条（事務所）を「兵庫県神戸市中央区小野柄通５丁目１番１３号１０３号 

　室」を「兵庫県神戸市兵庫区五宮町１５番１９号」に変更する。

３　変更の年月日

　　令和２年１０月５日

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第５１５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１０月２０日

     神戸市長　久　元　喜　造

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　垂水自転車保管所

　　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０３０



３０３１

　　　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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

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９月３日台

台

１０

２

自転車

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

垂水区西舞子８丁目２０番

１９号

垂水保管所
台

台

６

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９月１４日台

台

２

２

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

３

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年９月２３日台

台

７

２

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

０

２

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

塩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年９月２４日台

台

３

１

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

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９月２５日台

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

令和２年９月２８日台

台

１

５

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

０

０

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

塩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域



―――――――――――――――――

神戸市告示第５１６号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８４条第１項第３号の規定に基

づいて，指定居宅介護支援事業所に対して，一部効力停止処分を行ったので，同法第８５条第１

項第３号の規定により告示する。

　　令和２年１０月２０日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第５１７号

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により，ふるさと納税寄附

金の収納の事務を次のとおり委託するので，同条第２項の規定により告示する。　

　　令和２年１０月２０日　

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　受託者　

　　東京都世田谷区玉川１丁目１４番１号

　　楽天株式会社

　　　　代表取締役会長兼社長　三木谷　浩史

２　委託年月日　

　　令和２年９月１日　

　  　　

―――――――――――――――――

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０３２

サービスの種類一部効力停

止の内容及

び期間

事業者の主たる

事務所の所在地

事業者の名称事業所等の

所在地

事業所等の

名称

居宅介護支援新規受入停

止３ヶ月

（令和２年

１１月１日か

ら令和３年

１月３１日ま

で）

神戸市須磨区北

落合４丁目１１－

１８

合同会社　か

くれんぼ

神戸市垂水区坂

上４丁目１－７

－２０１

居宅介護支援

事業所青空

台

台

０

０

自転車 

原動機付自転車

滝の茶屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年９月２８日台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

垂水区管内長期放置
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神戸市告示第５１８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１０月２１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１１月３日まで一般の縦覧に

供する。

　　令和２年１０月２０日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第５１９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１０月２０日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

指定年月日所在地名称

令和２年１０月１日神戸市東灘区住吉本町２丁目１４番１９号　とよた内科クリニック

令和２年１０月１日神戸市灘区中原通２丁目１番１８号かきぎ認知症しあわせクリニック

令和２年１０月１日神戸市須磨区行幸町４丁目２番３号いなもり耳鼻咽喉科

令和２年１０月１日神戸市須磨区飛松町３丁目１番２号アキヨシクリニック

令和２年８月１日神戸市垂水区舞多聞西６丁目１番１号　久保みずき小児科・産婦人科

令和２年１０月１日神戸市垂水区美山台３丁目１８番７号大澤クリニック

令和２年１０月１日神戸市北区鈴蘭台南町５丁目２番１３号かわぐち内科クリニック

令和２年８月１１日神戸市東灘区本山北町３丁目７番７号　なごみ薬局

令和２年９月１日神戸市灘区中原通１丁目４番５号プラス薬局

令和２年９月１日神戸市灘区泉通６丁目２番１６号
薬局ジャパンファーマシー　灘泉

通店

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

４．００１５．３０新神戸市中央区相生町５丁目

１２番７地先から

神戸市中央区相生町５丁目

１２番７地先まで

神戸駅前３

号線

市道

３．９０１５．３０旧



―――――――――――――――――

神戸市告示第５２０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１０月２０日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第５２１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１０月２０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０３４

令和２年９月１日神戸市兵庫区駅南通１丁目２番３４号アルバ薬局　兵庫駅前店

令和２年９月１日神戸市長田区松野通２丁目２番３４号アルバ薬局　新長田店

令和２年９月１日神戸市須磨区神の谷２丁目９番５号エムハート薬局　コスモス店

令和２年１０月１日神戸市中央区港島中町８丁目５番１号アイン薬局　ポートアイランド店

令和２年９月１日神戸市中央区相生町５丁目１６番８号相生薬局

令和２年９月１日神戸市中央区布引町３丁目１番７号アルバ薬局　三宮店

令和２年９月１日神戸市中央区相生町４丁目７番２１号朝陽薬局　神戸店

令和２年１０月１日神戸市垂水区神陵台３丁目２番１号ツクイ神戸訪問看護ステーション

令和２年７月１日神戸市中央区国香通５丁目２番３０号はなうた訪問看護ステーション

令和２年９月１日神戸市西区大沢１丁目４番８号訪問看護ステーションクローバー

変更年月日所在地名称

令和２年８月２０日神戸市西区糀台５丁目３番４号

（新）ＡＥＯＮ　ＦＯＯＤ

ＳＴＹＬＥ　西神中央店薬局

（旧）ダイエー西神中央店　薬局

廃止年月日所在地名称



３０３５

―――――――――――――――――

神戸市告示第５２２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１０月２０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

あん摩マッサージ師

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第５２３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１０月２０日

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０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９月１７日神戸市長田区大塚町１丁目４番２４号下野　佑樹
稲垣鍼灸マッサージ治

療院

令和２年９月１５日神戸市灘区曾和町１丁目４番２３号下野　佑樹
天海針灸マッサージ治

療院

令和２年８月１０日神戸市東灘区本山北町３丁目６番１７号なごみ薬局

令和２年８月３１日神戸市兵庫区駅南通１丁目２番３４号アルバ薬局兵庫駅前店

令和２年８月３１日神戸市長田区松野通２丁目２番３４号アルバ薬局新長田店

令和２年８月３１日神戸市須磨区神の谷２丁目９番５号エムハート薬局　コスモス店

令和２年８月３１日神戸市中央区相生町４丁目７番２１号朝陽薬局

令和２年８月３１日神戸市中央区相生町５丁目１６番８号相生薬局

令和２年８月３１日神戸市中央区布引町３丁目１番７号アルバ薬局

令和２年９月３０日神戸市垂水区神陵台３丁目２番１号ツクイ神戸訪問看護ステーション

令和２年６月３０日神戸市中央区磯辺通２丁目２番１０号
はなうた訪問看護ステーションい

そがみ

令和２年８月３１日神戸市西区岩岡町西脇８３３番地訪問看護ステーションクローバー



     神戸市長　久　元　喜　造　

あん摩マッサージ師

   

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第５２４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１０月２０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第５２５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１０月２０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０３６

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

居宅介護支援平成２１年

１２月１日

神戸市中央区御

幸通８丁目１番

６号　

メッセユニバ

ース株式会社

神戸市長田区庄

山町１丁目４番

２１号　

メッセケアサー

ビス

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９月１６日神戸市長田区大塚町１丁目４番２４号吉岡　郁人
稲垣鍼灸マッサージ治

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

居宅療養管理指導

　介護予防居宅療

養管理指導

令和２年

８月２０日

神戸市中央区港

島中町４丁目１

番１

株式会社　ダ

イエー

神戸市西区糀台

５丁目３番４号

（新）ＡＥＯＮ

　ＦＯＯＤ　Ｓ

ＴＹＬＥ　西神

中央店薬局

（旧）ダイエー



３０３７

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第５２６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１０月２０日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

西神中央店　薬

局

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

８月３１日

神戸市中央区相

生町４丁目７番

１７号

株式会社アル

バ

神戸市兵庫区駅

南通１丁目２番

３４号

アルバ薬局兵庫

駅前店

居宅療養管理指導

　介護予防居宅療

養管理指導

令和２年

８月３１日

神戸市中央区相

生町４丁目７番

１７号

株式会社アル

バ

神戸市長田区松

野通２丁目２番

３４号

アルバ薬局新長

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

８月３１日

神戸市中央区相

生町４丁目７番

１７号

株式会社アル

バ

神戸市中央区相

生町５丁目１６番

８号

相生薬局

居宅療養管理指導

　介護予防居宅療

養管理指導

令和２年

８月３１日

神戸市中央区相

生町４丁目７番

１７号

株式会社アル

バ

神戸市中央区布

引町３丁目１番

７号

アルバ薬局

訪問看護　介護予

防訪問看護

令和２年

８月３１日

神戸市西区岩岡

町西脇８３８

医療法人社団

東峰会

神戸市西区岩岡

町西脇８３３番地

訪問看護ステー

ションクローバ

ー

通所介護　介護予

防通所介護

令和２年

８月３１日

神戸市東灘区向

洋町中１丁目

株式会社　Ｄ

ＡＭ

神戸市東灘区御

影本町８丁目１

番８号

御影デイサービ

スセンター　リ

ハ・ステップ

訪問介護　介護予

防訪問介護　居宅

介護支援

令和２年

９月３０日

東京都港区東麻

布１丁目２８番１３

号

株式会社ＨＣ

Ｍ

神戸市須磨区白

川台６丁目１９番

１０号

アミカ須磨介護

センター

訪問介護　介護予

防訪問介護　居宅

介護支援

令和２年

９月３０日

東京都港区東麻

布１丁目２８－１３

株式会社ＨＣ

Ｍ

神戸市垂水区川

原３丁目１－１１

アミカ垂水介護

センター

居宅介護支援平成２１年

１１月３０日

神戸市中央区港

島南町１丁目

メッセユニバ

ース株式会社

神戸市中央区港

島南町１丁目５

－２

メッセケアサー

ビス



  公     告  

神戸市公告第６３５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１０月２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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０３８

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

その他

布引公園便所外構給排水設備設置工事その２工 事 名

神戸市中央区葺合町字布引山工事場所

令和３年２月２６日完成期限

布引公園に別途建設予定の公衆便所Ｂ棟に係る外構の排水設備及び給水設備を

新設する機械及び電気設備工事一式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



３０３９

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

令和２年１０月２日（金）～１０月９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１０月１２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１３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１０月１４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

　　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。



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６３６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１０月２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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０４０

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

櫨谷川（福谷工区）取水施設改修工事その２工 事 名

神戸市西区櫨谷町福谷工事場所

令和３年２月２６日完成期限

深井戸補強工　１式，深井戸ポンプ設備工　１式，揚水試験　１式，

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

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

さく井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，「さく井」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　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。

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

その他



３０４１

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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

令和２年１０月２日（金）～１０月９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

　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。

第１日目　令和２年１０月１２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１３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



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６３７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１０月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０４２

「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１０月１４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

和光園監視カメラ設備改修工事工 事 名

神戸市須磨区養老町１丁目８―３０工事場所

令和３年２月２６日完成期限

和光園の監視カメラ設備改修工事一式工事概要



３０４３

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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０４４

令和２年１０月２日（金）～１０月９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１０月１２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１３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１０月１４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



３０４５

神戸市公告第６３８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１０月２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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

野瀬北僧尾線（神影）道路改良工事（その２）工 事 名

神戸市北区淡河町神影工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

土工　１式，排水構造物工　１式，舗装工　１式，擁壁工　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

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

　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。

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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０４６

※　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１０月２日（金）～１０月９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１０月１２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１３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１０月１４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



３０４７

　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６３９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１０月２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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年度西部管内大型案内標識建替工事工 事 名

神戸市須磨区緑台工事場所

令和３年２月２６日完成期限

大型案内標識撤去工　１基，　大型案内標識設置工　１基工事概要

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

とび・土工工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「交通安全施設」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

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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０４８

　　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１０月２日（金）～１０月９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１０月１２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１３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１０月１４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方　　法



３０４９

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６４０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１０月２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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

令和２年度北管内舗装補修工事その６工 事 名

神戸市北区淡河町工事場所

令和２年１２月２５日完成期限

舗装工　７，９７０㎡，　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

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」

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



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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０５０

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

令和２年１０月２日（金）～１０月９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



３０５１

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

 　　

―――――――――――――――――

神戸市公告第６４１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１０月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

第１日目　令和２年１０月１２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１３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１０月１４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

契約監理課提出場所



２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０５２

駒ヶ林地区護岸改良工事工 事 名

神戸市長田区南駒栄町工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

駒ヶ林地区　護岸補修工事　Ｌ＝３２．６４ｍ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

　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



３０５３

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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

令和２年１０月２日（金）～１０月９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１０月１２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１３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１０月１４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



　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６４２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１０月２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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０５４

方との随意契約により締結する予定の有無

天神橋補修工事工 事 名

神戸市北区淡河町野瀬工事場所

令和３年３月３１日完成期限

橋長Ｌ＝２０．０４ｍ，　全幅員ｗ＝３．１２ｍ，

断面修復工（吹付工法・型枠工法・左官工法）一式，　　防護柵取替工　一式，

表面含浸工　一式，　　排水管補修工　一式，　　仮設工　一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行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（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「橋梁」を登録業種と

していること（希望順位は問わない）。
登録業種

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。

その他



３０５５

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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

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１０月２日（金）～１０月１３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１０月１４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１５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１０月１６日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　「保留通知書」

方 法



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６４３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１０月２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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０５６

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　「取止め通知書」

深江大橋ポンプ場受変電他電気設備工事工 事 名

神戸市東灘区深江浜町１５９　深江大橋ポンプ場内

神戸市東灘区魚崎南町２丁目１番２３号　東灘処理場内

神戸市東灘区深江南町４丁目６番５号　本庄ポンプ場内

工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年６月３０日完成期限

本工事は，深江大橋ポンプ場において，別途施工の機械設備工事とともに必要

な電気設備工事の改築更新を行うものである。
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

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

単独企業形態



３０５７

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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

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

下水道法上の，終末処理場又はポンプ場において，高圧受変電設備を含

む工事（自社で製作した高圧受配電盤を用いたもの，かつ１００ｋＶＡ以

上の高圧変圧器を用いたものに限る）を元請として平成１７年度以降に完

成させた施工実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　平成３０年１０月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。

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１０月２日（金）～１０月１３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
受付期間



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０５８

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１０月１４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１５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１０月１６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



３０５９

神戸市公告第６４４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１０月２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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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。

その他

神戸ファッションマートイオホール天井耐震化対策工事工 事 名

神戸市東灘区向洋町中６丁目９番地工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（発注者指定

方式）である。余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを

要しない。

また，現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬

入，仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。

なお，余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

工期：令和３年３月１日から令和３年１０月２２日　

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

なお，上記の工期の始期日以降に契約締結となった場合には，余裕期間は適用

しない。

完成期限

①９階イオホールの天井脱落対策工事

②上記に伴う設備工事
工事概要

令和３年度に全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払

う。
前 払 金

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



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０６０

令和２年１０月２日（金）～１０月１６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１０月１９日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２０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

　・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。



３０６１

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６４５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１０月２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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

令和２年１０月２１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

中央卸売市場本場各所照明設備改修工事工 事 名

神戸市兵庫区中之島１丁目１―４工事場所

令和３年２月２６日完成期限

中央卸売市場本場各所の照明設備改修工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行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



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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０６２

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



３０６３

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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

令和２年１０月２日（金）～１０月１６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１０月１９日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２０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１０月２１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６４６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１０月２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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０６４

単独企業形態

舗装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

舗装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

その他

神戸港港湾幹線道路舗装等補修工事工 事 名

神戸港港湾幹線道路工事場所

令和３年３月３１日完成期限

橋面防水工　９，３０５㎡，舗装工　１２，４４３㎡，区画線工　１式，橋梁補修工　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

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



３０６５

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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０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１０月２日（金）～１０月１６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

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１０月１９日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２０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

　　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。



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

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０６６

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

第１日目　令和２年１０月１９日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年１０月２０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１０月２１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１０月２８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



３０６７

　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６４７号

　神戸市北区山田町藍那において，桑坂地区土地改良事業を計画しています。土地改良法第９５

条第２項に基づき，土地改良事業計画の概要及び土地改良事業共同施行規約を令和２年１０月５

日から起算して５日間（令和２年１０月９日まで）神戸市経済観光局農政計画課において縦覧に

供します。

　　令和２年１０月５日

     神戸市長　久　元　喜　造

   

―――――――――――――――――

　

神戸市公告第６４８号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定による届出があったので，

同条第３項の規定により次のとおり公告するとともに，当該届出及び同条第２項の添付書類を

次のとおり縦覧に供します。

　なお，同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活

動を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年１０月６日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年１０月６日

    神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　（仮称）三宮新港町計画　Ａ街区ＧＬＩＯＮ棟

　　神戸市中央区新港町７１番２外

２　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

３　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代

　表者の氏名

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

方との随意契約により締結する予定の有無

法人にあっては

代表者の氏名
住　所氏名又は名称

職務執行者

本郷　雅和

東京都千代田区丸の内３丁目１番１号

東京共同会計事務所内

合同会社デカンショライオン

代表社員　一般社団法人デカ

ンショライオン



４　大規模小売店舗の新設をする日

　　令和３年５月１日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　１，７０５平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって，経済産業省令で定めるもの

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって，経済産業省令で定めるもの

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　午前８時３０分から午後９時３０分まで

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０６８

法人にあっては

代表者の氏名
住　所氏名又は名称

代表取締役

片岡　伊佐夫
神戸市中央区江戸町１０４番５０５号室株式会社モトーレン神戸

代表取締役

片岡　伊佐夫
兵庫県西宮市津門大箇町４番３号株式会社モトーレン阪神

代表取締役

田畑　利彦
神戸市東灘区向洋町東３丁目６番地５株式会社オートカヴァリーノ

収　容　台　数位　置

３台建物東側及び北側

収　容　台　数位　置

２台建物北西側

面　積位　置

　　３６平方メートル建物東側

容　量位　置

７．８立方メートル建物北側

閉店時刻開店時刻

午後９時午前９時

出入口の数位置

出入口：１ヶ所敷地南側



３０６９

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時から午後１０時まで

８　届出年月日

　　令和２年８月３１日

９　縦覧期間

　　令和２年１０月６日から令和３年２月５日まで

１０　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

  　

―――――――――――――――――

神戸市公告第６５８号

　農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１項の規定に基づき，次

に掲げる土地につき農業振興地域の整備に関する法律施行令（昭和４４年政令第２５４号）第１０条

第１項に規定する神戸農業振興地域整備計画に係る軽微な変更をしたので，同法第１３条第４項

において準用する同法第１２条第１項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１０月７日

    神戸市　　　　　　　　　　　　　　

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市公告第６５９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１０月７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

中央卸売市場本場青果卸電気室受変電設備改修工事工 事 名

神戸市兵庫区中之島１丁目１－４工事場所

令和３年２月２６日完成期限

変更内容
土　　地　　の　　表　　示

面積地番字町区市

農業用施設用地に
用途区分を変更す
る

１４０のうち
２０㎡　

１７４５番　菖蒲谷八多町深谷北神戸



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０７０

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般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

中央卸売市場本場青果卸電気室の受変電設備改修工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



３０７１

　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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

令和２年１０月７日（水）～１０月１３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１０月１４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１５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１０月１６日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



神戸市公告第６６０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１０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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０７２

中央事業所空調設備改修工事工 事 名

神戸市中央区脇浜３丁目２―３０工事場所

令和３年２月２６日完成期限

中央事業所空調設備改修工事に伴う機械設備工事・電気設備工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般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。

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

その他



３０７３

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

令和２年１０月７日（水）～１０月１３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１０月１４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１５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１０月１６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

　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。



　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６６１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１０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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０７４

住吉台公園法面防災対策工事工 事 名

神戸市東灘区住吉台工事場所

令和３年３月３１日完成期限

土工　一式，仮設工　一式，アンカー工　Ｎ＝１２本，

自然斜面補強土工法　Ａ＝２３６㎡，鉄筋挿入工　Ｎ＝７５本
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

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



３０７５

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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

　　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１０月７日（水）～１０月１３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１０月１４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１５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１０月１６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６６２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１０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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０７６

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

桃山台児童館・地域福祉センター外壁他改修工事工 事 名

神戸市垂水区桃山台３丁目２５工事場所

令和３年２月２６日完成期限

外壁・屋根改修工事，これらに伴う屋外付帯工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

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」



３０７７

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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

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

令和２年１０月７日（水）～１０月１３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６６３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１０月７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０７８

令和２年１０月１６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

葺合保育所外壁改修他工事工 事 名

神戸市中央区八雲通１丁目１－６工事場所

第１日目　令和２年１０月１４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１５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



３０７９

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

令和３年３月５日完成期限

外壁改修工事，内装改修工事，電気・機械設備工事，照明器具のＬＥＤ化工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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



　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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０８０

令和２年１０月７日（水）～１０月１３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１０月１４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１５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１０月１６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



３０８１

神戸市公告第６６４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１０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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

北山小学校運動場改修工事工 事 名

神戸市西区北山台３丁目工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

土工　１式，　　排水工　４６ｍ，　　遊具施設整備工　１式，　　

グラウンド・コート整備（舗装）工　５，５００㎡，

グラウンド・コート整備（競技施設復旧工）　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，造園工事業又は舗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「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

　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。

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０８２

　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１０月７日（水）～１０月１３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１０月１４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１５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１０月１６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



３０８３

　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６６５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１０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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０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

本多聞地区歩道段差解消工事工 事 名

神戸市垂水区本多聞工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

施工箇所：８か所

道路土工：一式，　排水構造物工：一式，　舗装工：一式，　防護柵工：一式，

縁石工：一式，構造物撤去工：一式，　区画線工：一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行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

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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０８４

　　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１０月７日（水）～１０月１３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１０月１４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１５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１０月１６日（金）午前１０時３０分日 時



３０８５

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６６６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１０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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０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

　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

ものづくり工場自動火災報知設備更新工事工 事 名

神戸市兵庫区和田山通１丁目２－２５工事場所

令和３年３月１９日完成期限

ものづくり工場の自動火災報知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

消防施設工事業に係る建設業の許可建設業の許可



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０８６

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「消防施設」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　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１０月７日（水）～１０月１３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



３０８７

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６６７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１０月７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

第１日目　令和２年１０月１４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１５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１０月１６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

六甲アイランド５号上屋高天井照明他改修工事工 事 名

神戸市東灘区向洋町東１－６工事場所



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０８８

令和３年１月２９日完成期限

六甲アイランド５号上屋の高天井照明改修工事他１式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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



３０８９

　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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

令和２年１０月７日（水）～１０月１３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１０月１４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１５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１０月１６日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



神戸市公告第６６８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１０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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０９０

埋蔵文化財センター監視カメラ他改修工事工 事 名

神戸市西区糀台６丁目１（西神中央公園内）工事場所

令和３年１月１５日完成期限

監視カメラ増設・更新及び照明器具更新工事　一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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。

その他



３０９１

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

※　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１０月７日（水）～１０月１３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１０月１４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１５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１０月１６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



　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６６９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１０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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０９２

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

琴田橋補修工事工 事 名

神戸市東灘区本山南町２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３年４月３０日完成期限

支承取替工Ｎ＝２２基，　伸縮継手工Ｌ＝２７ｍ，ひび割れ補修工一式，

断面修復工一式，塗替塗装工Ａ＝２８８㎡，　橋面防水工Ａ＝１３１㎡，

車道舗装工Ａ＝２２５㎡，歩道舗装工Ａ＝２９㎡，　撤去工一式　土工一式，

仮設工一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

鋼構造物工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「橋梁」を登録業種

としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

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



３０９３

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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０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１０月７日（水）～１０月１６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１０月１９日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２０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６７０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１０月７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０９４

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

番町住宅２０号棟耐震改修工事工 事 名

神戸市長田区四番町４丁目工事場所

令和４年２月２８日　完成期限

昭和５０年度建設　SRC造１４階建１棟　共同住宅（１１１戸）　延床面積　６，４９７㎡

１　耐震改修工事　一式

　　閉鎖住戸（２４戸）への鉄骨ブレース補強（３６構面），共用部開口閉鎖１箇所

２　上記に伴う設備改修工事　一式

工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。
前 払 金

令和２年１０月２１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



３０９５

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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０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

　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



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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０９６

令和２年１０月７日（水）～１０月２０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１０月２１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２２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１０月２３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



３０９７

神戸市公告第６７１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１０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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

寺池住宅１・２号棟外壁改修他工事工 事 名

神戸市長田区寺池町２丁目１０工事場所

令和３年３月１９日完成期限

外壁改修，防水改修及び塗装各改修工事，屋外付帯施設の塗装改修工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

建築一般の総合点数が９００点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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。

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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３０９８

　・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１０月７日（水）～１０月２０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１０月２１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２２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１０月２３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



３０９９

　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６７２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１０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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０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

①　鎌ヶ谷川改修工事　　

②　鎌ヶ谷川改修に伴う汚水管移設工事　　　　　　　　　　＜合併入札＞
工 事 名

①②　神戸市北区有野町唐櫃工事場所

①　令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年７月３１日

②　令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年７月３１日
完成期限

①　河川土工一式，ブロック積工　３１３㎡，カルバート工　２０．４ｍ

②　管きょ工（開削）Ｋ１φ２５０㎜　Ｌ＝１５６．７０ｍ

　　既設管撤去工　Ｋ１φ２５０㎜　Ｌ＝１５５．６９ｍ

　　マンホール工　一式，取付管及びます工　一式，付帯工　一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

神戸市水道公告第８０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

土木Ａ又はＢ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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３１００

　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。

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

令和２年１０月７日（水）～１０月２０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



３１０１

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６７３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１０月７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

第１日目　令和２年１０月２１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２２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１０月２３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



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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３１０２

垂水処理場平磯歩道橋老朽化対策工事工 事 名

神戸市垂水区平磯１丁目１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９月３０日完成期限

工場製作工　１式，　耐震補強工　１式，　橋梁補修工　１式，　付帯工　１式，

仮設工　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

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

鋼構造物工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「橋梁」を登録業種

としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

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

その他



３１０３

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

９　開札予定日時及び方法

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年１０月７日（水）～１０月２０日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

提出期間

契約監理課提出場所

　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１０月２１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２２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

第１日目　令和２年１０月２１日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年１０月２２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



　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。　

―――――――――――――――――
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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

令和２年１０月２３日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

令和２年１０月３０日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法
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神戸市公告第６７４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１０月７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

　　　ＩＣＴ機器借上【神戸市小学校後期その３】

　⑵　数量

　　　電子黒板機能付プロジェクタ１３２式等

　⑶　賃貸借場所

　　　神戸市立小学校７校

　⑷　賃貸借期間

　　　令和３年２月１日から令和１０年１月３１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・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
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　　　公告の日から令和２年１０月２１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１０月２１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１０月２２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１０月２３日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和２年１１月２５日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年１１月２６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
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　　ア　提出期限

 令和２年１１月２６日（木）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年１１月２５

　　　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　０７８－３２２－５１５９）

 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１１月２６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。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法
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　　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１０月２３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて本市の休日を除く午前９時から午後５

　時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，１月あたりの単価契約とします。

１７　本調達後において予定する一連の調達（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

　　　ＩＣＴ機器借上

　⑵　数量

　　　電子黒板プロジェクタ９００式等

　⑶　公告予定時期

　　　令和２年１１月以降

１８　当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付

　　令和２年７月２９日

１９　Summary

　⑴　Contract Content : Projector lease with electronic blackboard (late elementary 

　　school part 3).

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. October 23, 2020.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. November 26, 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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神戸市公告第６７５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１０月７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

　　　ＩＣＴ機器借上【神戸市中学校その１】

　⑵　数量

　　　電子黒板機能付プロジェクタ４８６式等

　⑶　賃貸借場所

　　　神戸市立中学校３９校

　⑷　賃貸借期間

　　　令和３年４月１日から令和１０年３月３１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・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
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　　　公告の日から令和２年１０月２１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１０月２１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年１０月２２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１０月２３日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和２年１１月２５日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年１１月２６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
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　　ア　提出期限

 令和２年１１月２６日（木）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年１１月２５

　　　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　０７８－３２２－５１５９）

 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１１月２６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。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法
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　　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１０月２３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて本市の休日を除く午前９時から午後５

　時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，１月あたりの単価契約とします。

１７　本調達後において予定する一連の調達（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

　　　ＩＣＴ機器借上

　⑵　数量

　　　電子黒板プロジェクタ９００式等

　⑶　公告予定時期

　　　令和２年１１月以降

１８　当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付

　　令和２年７月２９日

１９　 Summary

　⑴　Contract Content : Projector lease with electronic blackboard (junior high 

　　school part 1).

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. October 23, 2020.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. November 26, 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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神戸市公告第６７６号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１０月７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市役所本庁舎電気調達

２　数量

　　８，４１９，０００キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年７月２２日

５　落札者の氏名及び住所

　　丸紅新電力株式会社　

　　　　代表取締役　山本　毅嗣

　　東京都中央区日本橋２丁目７番１号

６　落札金額

　　１０２，１９７，６４０円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者

　を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年５月２７日

―――――――――――――――――

神戸市公告第６７７号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１０月７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市環境局布施畑環境センター破砕選別施設電気調達

２　数量

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号



　　１，８４８，０００キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年７月２２日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社エネット　

　　　　代表取締役　川越　祐司

　　東京都港区芝公園２丁目６番３号

６　落札金額

　　２５，１６３，７６０円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者

　を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年５月２７日

―――――――――――――――――

神戸市公告第６７８号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１０月７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市中央卸売市場本場電気調達

２　数量

　　１１，８９４，０００キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年７月２２日

５　落札者の氏名及び住所

　　中部電力ミライズ株式会社　

　　　　代表取締役　社長執行役員　大谷　真哉

　　名古屋市東区東新町１番地
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６　落札金額

　　１３８，４３８，４５８円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者

　を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年５月２７日

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第６７９号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１０月７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市建設局玉津処理場電気調達

２　数量

　　１６，６８０，０００キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年７月２２日

５　落札者の氏名及び住所

　　丸紅新電力株式会社　

　　　　代表取締役　山本　毅嗣

　　東京都中央区日本橋２丁目７番１号

６　落札金額

　　１９０，３２４，１３０円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者

　を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年５月２７日

―――――――――――――――――
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　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１０月７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市西部処理場電気調達

２　数量

　　１２，９６１，０００キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年７月２２日

５　落札者の氏名及び住所

　　中部電力ミライズ株式会社　

　　　　代表取締役　社長執行役員　大谷　真哉

　　名古屋市東区東新町１番地

６　落札金額

　　１５１，７２６，７４６円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者

　を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年５月２７日

―――――――――――――――――

神戸市公告第６８１号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１０月７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市環境局港島クリーンセンター電気調達

２　数量
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　　４８４，０００キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年７月２２日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社エネット　

　　　　代表取締役　川越　祐司

　　東京都港区芝公園２丁目６番３号

６　落札金額

　　１３，５７９，３５０円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者

　を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年５月２７日

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第６８２号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１０月７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市環境局西クリーンセンター電気調達

２　数量

　　１，０７３，０００キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地　

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年７月２２日

５　落札者の氏名及び住所

　　関西電力株式会社　

　　　　代表執行役　森本　孝

　　大阪府大阪市北区中之島３丁目６番１６号

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号



６　落札金額

　　２４，４２６，４２７円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者

　を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年５月２７日

―――――――――――――――――

神戸市公告第６８３号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１０月７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市環境局苅藻島クリーンセンター電気調達

２　数量

　　１，８１２，０００キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年７月２２日

５　落札者の氏名及び住所

　　九電みらいエナジー株式会社　

　　　　代表取締役　水町　豊

　　福岡市中央区渡辺通２丁目４番８号

６　落札金額

　　２６，９７７，０２０円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者

　を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年５月２７日

―――――――――――――――――

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３１１８



３１１９

神戸市公告第６８４号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１０月７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市東部環境センター電気調達

２　数量

　　４，２４７，７４０キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年７月２２日

５　落札者の氏名及び住所

　　関西電力株式会社　

　　　　代表執行役　森本　孝

　　大阪府大阪市北区中之島３丁目６番１６号

６　落札金額

　　９５，９７８，５３２円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者

　を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年５月２７日

―――――――――――――――――

神戸市公告第６８５号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１０月７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　ア　神戸市東灘区総合庁舎電気調達

　イ　神戸市灘区総合庁舎電気調達
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　ウ　神戸市中央区総合庁舎電気調達

　エ　神戸市兵庫区総合庁舎電気調達

　オ　神戸市長田区総合庁舎電気調達

　カ　神戸市須磨区総合庁舎電気調達

　キ　神戸市西区総合庁舎電気調達

　ただし，ア，イ，ウ，エ，オ，カ，キは合併入札

２　数量

　ア　　９３１，０００キロワットアワー

　イ　　７７８，４６３キロワットアワー

　ウ　　６５０，５１６キロワットアワー

　エ　　７５１，５２７キロワットアワー

　オ　　８７１，０００キロワットアワー

　カ　　４２４，９１２キロワットアワー

　キ　　５１０，５９１キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年７月２２日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社エネット　

　　　　代表取締役　川越　祐司

　　東京都港区芝公園２丁目６番３号

６　落札金額

　　７０，３５１，９６６円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者

　を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年５月２７日

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第６８６号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第４条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第２７条の１２の規定により，次のとおり公告しま

す。

　　令和２年１０月７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３１２０



３１２１

１　随意契約に係る物品の名称及び調達の種類

　　神戸市ポートアイランド処理場電気調達

２　数量

　　２，８０１，０００キロワットアワー

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年９月１０日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　関西電力株式会社

　　　　代表執行役　　森本　孝

　　大阪府大阪市北区中之島３丁目６番１６号

６　随意契約に係る契約金額

　　４２，７９３，６０２円

７　契約の相手方を決定した手続

　　次項に規定する理由により，第５項に規定する者以外に契約の相手方となるべき者がいな

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

８　随意契約による理由

　　本市は水素発電による公共施設への電気・熱供給を行う実証事業に協力しており，ポート

　アイランド処理場へ自己託送制度を活用した水素発電の電力を供給する実証事業が行なわれ

　ることとなった。ポートアイランド処理場の使用電力を水素発電からの電力で全量賄えず，

　この不足する電力を補って受給する部分供給が必要となるが，現状の託送システム上，自己

　託送の不足電力を旧一般電気事業者以外の事業者が対応することは困難であり，特殊技術を

　要した供給方法となるため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第６８７号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１０月７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　東部市場日常・定期清掃業務

２　数量

　　一式

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
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　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年９月４日

５　落札者の氏名及び住所

　　新光明飾株式会社

　　　　代表取締役　中川　俊

　　神戸市中央区栄町通５丁目１番１８号

６　落札金額

　　３０，４３５，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

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

　低の価格をもって入札した者を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年７月８日

―――――――――――――――――

神戸市公告第６９６号

　当該開発区域（工区）の全部について当該開発行為に関する工事が完了したので，都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告します。

　　令和２年１０月２０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市北区有野町二郎字丸３２２番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　宝塚市平井１－１４－５－１０３

　　西　亮祐

３　許可番号

　　　令和２年３月３１日　第７０２４号

　　変更許可番号

　　　令和２年７月２７日　第１３８７号

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第６９７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１０月２０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３１２２



３１２３

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市北区八多町中字岸ノ下１４１１番

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市灘区森後町２丁目１番３号

　　株式会社ハートフルホーム

　　　　代表取締役　鳥井　義幸

３　許可番号

　　令和２年４月７日　第７０２５号

　　（変更許可　令和２年８月２６日　第１３９４号

　　　変更許可　令和２年９月７日　第１４００号）

  水  道  局  

神戸市水道公告第７６号

　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第

１２条及び神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）

第２１条の１４の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１０月２０日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　落札に係る物品の名称及び数量

　　液体クロマトグラフ質量分析計（一式）

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課

　　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４号館６階

３　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

４　落札者を決定した日

　　令和２年９月４日

５　落札者の氏名及び住所

　　広瀬化学薬品株式会社

　　　　代表取締役　広瀬　亮

　　神戸市中央区港島中町２丁目２番２号

６　落札金額

　　３６，０００，０００円
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７　契約の相手方を決定した手続

　　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した。

８　規程第２１条の７第１項において読み替える規程第６条の規定による公告を行った日

　　令和２年７月８日

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第８０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９月３０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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３１２４

北（有野町唐櫃）配水管取替工事　　　　　　　　　　　　　＜合併入札＞工 事 名

神戸市北区有野町唐櫃工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年７月３１日完成期限

管布設延長：φ７５－３２．５ｍ，φ１００－０．８ｍ

管撤去延長：φ７５－２．０ｍ，φ７５（ＶＰ）－３０．８ｍ，φ１００－０．５ｍ
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

神戸市公告第６７２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

その他



３１２５

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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号

　　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１０月７日（水）～１０月２０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１０月２１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２２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１０月２３日（金）午前１０時３０分日 時



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。　

  交  通  局  

神戸市交通公告第３９号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年１０月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸

１　入札に付する事項

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３１２６

　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

西神中央駅他１駅電動シャッター更新工事工 事 名

神戸市西区糀台５丁目（西神中央駅）

神戸市兵庫区下沢通８丁目（上沢駅）
工事場所

令和３年２月２６日完成期限

西神中央駅シャッター更新工事，上沢駅シャッター更新工事，これらに伴う改

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



３１２７

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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０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



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

　　神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号）第７条第２号の規定により免除しま

　す。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　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１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号 ３１２８

令和２年１０月２日（金）～１０月９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１０月１２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１３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１０月１４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



３１２９

  そ  の  他  

採用試験（選考）案内

令和２年度神戸市育児休業代替任期付職員

採用予定日　　　令和３年３月１日以降随時

第一次試験　　　令和２年１２月６日（日）

受付期間　　　　インターネット：令和２年１０月１６日（金）～令和２年１１月１７日（火）正午

　 　　　　郵送：令和２年１０月１６日（金）～令和２年１１月１７日（火）消印有効

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

採用試験案内

令和２年度神戸市会計年度任用職員（特定事務）

採用予定日　　　令和３年４月１日

第一次試験　　　令和２年１２月６日（日）

受付期間　　　　インターネット：令和２年１０月１６日（金）～令和２年１１月１７日（火）正午

　　　　　　　　郵送：令和２年１０月１６日（金）～令和２年１１月１７日（火）消印有効

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

―――――――――――――――――

公立大学法人神戸市看護大学公告第１号

　地方独立行政法人法第３４条第３項の規定に基づき，２０１９年度公立大学法人神戸市看護大学の

財務諸表を次のとおり公告する。

　　令和２年１０月２０日

公立大学法人神戸市看護大学　

　　　　理事長　　北　　徹　

 

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号
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３１４５

  訂     正  

　令和２年６月２３日付け神戸市公報第３６６３号に掲載の神戸市告示第１５２号について誤りがあり

ましたので次のとおり訂正します。

　（１１６０ページ　上から２２行目）

　誤　神戸市北区神付２８１番地

　正　神戸市北区大沢町神付２８１番地

　（１１６０ページ　上から２９行目）

　誤　「神戸市北区大沢町神付１０１番地」を「神戸市北区神付２８１番地」に改める。

　正　「神戸市北区大沢町神付１０１番地」を「神戸市北区大沢町神付２８１番地」に改める。

令和２年１０月２０日   神  戸  市  公  報   第３６８０号


