
目      次

告      示

▽土壌汚染対策法第１１条第２項に基づく「形

　質変更時要届出区域」の一部の指定の解除

　　　　［環境局環境保全部環境保全指導課］

▽指定金融機関，指定代理金融機関及び収納

　代理金融機関について（昭和３９年３月告示

　第１３７号）の一部を改正する告示

  　　　［会計室会計課］

▽地方公営企業法の財務規定等を適用する事

　業に関する出納取扱金融機関等について

　（昭和３９年３月告示第１３８号）の一部を改

　正する告示 　　　［会計室会計課］

▽認定特定非営利活動法人の有効期間の更新

　（特定非営利活動法人黄河の森緑化ネット

　ワーク）　　　　［企画調整局つなぐラボ］

▽身体障害者福祉法に規定する医師の指定等

 　　　［福祉局障害者更生相談所］

▽生活保護法等による医療機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　休止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の指定の

　辞退   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による施術者の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　休止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の指定の

　辞退   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽道路法による道路の区域変更・供用開始

　（市道　長尾東ノ池辻線）

  　［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域変更・供用開始

　（県道　神戸三田線ほか）

  　［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域変更・供用開始

　（市道　篠原５４号線）

  　［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域変更・供用開始

　（市道　板宿大手方面第３号線）

  　［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域変更・供用開始

　（市道　須磨里２７４号線ほか）

  　［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域変更・供用開始

　（市道　西垂水１６６号線）

  　［建設局道路管理課］

公      告

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（布引小公園橋梁撤去工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（ポートターミナル西側プレート板

　他取付工事） ［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（清水が丘地区他雨水幹線改修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（神戸明石線歩道改良工事）

  ［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（淡河村合併第１９号線防災工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（長尾山排水管理施設配管改修及び

　高分子剤タンク撤去工事）

  ［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（灘区民ホール自動制御装置監視盤

　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（南京町舗装改修工事）

  ［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（六甲アイランド歩道整備工事）

  ［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（森友５丁目地区他汚水管改良工事）

  ［行財政局契約監理課］
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３２１８

▽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（美山

　台３丁目地区他汚水管改良工事）

  ［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

　六甲線防災対策工事（２，４，７工区））

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（西神井吹台住宅８・９・１１号棟照

　明設備改修工事）　［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（港島学童保育コーナー整備工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（東灘体育館建具改修他工事）

  ［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（兵庫南１０２号線歩道改良工事）

  ［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（雲雀ケ丘２号線水路改築工事）

  ［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（天神川乗越峠線歩道拡幅工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（令和２年度光害阻止ＬＥＤ防犯灯器具購

　入（その２）） ［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（いぶき明生支援学校スクール

　バス購入） ［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（友生支援学校スクールバス購

　入）  ［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（令和２年度ＬＥＤ防犯灯器具

　購入（その２）） ［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（令和２年度　一般街路灯（防

　犯灯）支柱購入（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（令和２年度　一般街路灯（防

　犯灯）支柱購入（その２））

  ［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（令和２年度光害阻止ＬＥＤ防

　犯灯器具購入（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（ＩＣＴ機器借上【東須磨小学

　校の一部特別教室】）

  ［行財政局契約監理課］

▽開発行為に関する工事の完了（西区伊川谷

　町）   　［都市局指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（垂水区五色

　山１丁目）  　［都市局指導課］

▽兼用工作物の管理に関する協議内容（神戸

　総合運動公園） ［建設局公園部管理課］

▽開発行為に関する工事の完了（北区唐櫃台

　３丁目）  　［都市局指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（北区唐櫃台

　３丁目・道路）  　［都市局指導課］

水   道   局

▽神戸市指定給水装置工事事業者の廃止

   　［水道局配水課］

▽神戸市指定給水装置工事事業者の指定

   　［水道局配水課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（浄水管理センター照明器具ＬＥＤ

　化工事）  　［水道局施設課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（須磨（北落合４丁目他）配水管新

　設・取替工事）  　［水道局配水課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（須磨（南落合）水管橋取替工事）

   　［水道局配水課］

交   通   局

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（軽油の購入）  　［交通局総務課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（名谷駅ビル２階空調設備更新工事）

   　［交通局総務課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（西神・山手線レール　基地溶接及

　びロングレール運搬工事）

   　［交通局総務課］

訂      正

  　　　

▽令和２年10月６日付け神戸市公報第3678号

　の訂正  　［建設局道路管理課］
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神戸市告示第５３０号

　指定金融機関，指定代理金融機関及び収納代理金融機関について（昭和３９年３月告示第１３７

号）の一部を次のように改正し，令和２年１０月５日から施行する。

　　令和２年１０月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造

　第３項第６号中「神戸市及び明石市内にある各本支店」を「明石市内にある各本支店」に改

める。

   

―――――――――――――――――

神戸市告示第５３１号

　地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する出納取扱金融機関等について（昭和３９

年３月告示第１３８号）の一部を次のように改正し，令和２年１０月５日から施行する。

　　令和２年１０月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造

　第３項第６号中「神戸市及び明石市内にある各本支店」を「明石市内にある各本支店」に改

める。

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第５３２号

　次の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５１条第

２項に係る有効期間の更新をしたので，法第５１条第５項により準用する法第４９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１９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

　　　特定非営利活動法人黄河の森緑化ネットワーク

　⑵　主たる事務所の所在地

　　　神戸市中央区下山手通２丁目１２番１１号　神戸華僑会館

　⑶　代表者の氏名

　　　石　嘉成

２　認定の有効期間

　　５年（令和２年５月１５日から令和７年５月１４日まで）

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第５４２号

　身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号。以下「法」という。）第１５条１項に規定する医

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２２０



３２２１

師に指定した者，身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号。以下「令」という。）第３

条第２項の規定により指定を辞退した医師は次のとおりであるので，神戸市身体障害者福祉法

施行細則第３条の規定により，勤務地の変更を届け出た者も含めて告示する。

　　令和２年１１月４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　法第１５条第１項に規定する医師に指定した者

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

医療機関の所在地

医療機関の名称
診療科目氏　名指定年月日

東灘区鴨子ヶ原１丁目５番１６号　

甲南医療センター

整形外科木原　伸介令和２年７月１日

　　
佐々木　優

中央区籠池通４丁目１番２３号　

神戸労災病院

消化器内科福山　俊彦

　
循環器内科国村　彩子

　
腎臓内科春名 克祐

　
内科佐藤　稔

中央区北長挟通５丁目７番１７号　

原泌尿器科病院

腎臓内科谷口　朋

　
泌尿器科藤田　雅一郎

中央区北長挟通１丁目２番２号　

明生アイクリニック

眼科小松　重昭

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

眼科村井　佑輔

　　
金　景佑

　
形成外科北野　大希

　　
吉武　優



令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２２２

耳鼻いんこう

科

寺薗　貴浩

循環器科鈴木　雄也

循環器内科瀨戸　悠太郎

　
近都　正幸

消化器内科宮﨑　はる香

小児科山口　宏

　
京野　由紀

　
城戸　拓海

　
福嶋　祥代

　
阿部　真也

　
仲宗根　瑠花

　
青砥　悠哉

　
吉田　阿寿美

神経内科岡山　公宣

　
末  大知

　
小牧　遼平

　
関谷　博顕



３２２３令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

　　
渡部　俊介

　
腎臓内科向江　翔太

　
整形外科黑田　雄一

中央区中町通２丁目３番２号　

ホームケアクリニックこうべ

内科片山　優子

中央区野崎通４丁目２番１７号　

岩本診療所　こうべ往診クリニック

内科熊野　晶文

中央区港島中町８丁目５番２号　

西記念ポートアイランドリハビリテー

ション病院

　

リハビリテー

ション科

伊達　安理

　
仲山　舞

中央区港島南町１丁目６番７　

兵庫県立こども病院

小児科石田　悠介

　　
生田　寿彦

　　
片岡　大

　　
大山　正平

　
小児外科畠山　理

　
小児泌尿器科神野　雅

　
整形外科尾ノ井　勇麿

中央区港島南町２丁目１番地１号　

神戸市立医療センター中央市民病院

耳鼻いんこう

科

山崎　博司

　
神経内科前川　嵩太

中央区港島南町２丁目１番地８　

神戸市立神戸アイセンター病院

眼科横田　聡



令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２２４

　　
前田　忠郎

　　
田中　沙織

　　
前田　亜希子

中央区港島南町１丁目４番１２号　

あんしん病院

整形外科山口　晶

中央区脇浜海岸通１丁目３番１号　

神戸赤十字病院

外科藤井　悠花

　
消化器内科池川　卓哉

　
整形外科瀧川　朋亨

中央区脇浜町１丁目４番４７号　

神鋼記念病院

呼吸器外科芳賀　ななせ

　　
伊藤　公一

　
消化器外科口分田　亘

　
神経内科村上　永尚

中央区脇浜町３丁目５番２２号　

小柴クリニック

内科小柴　孝友

兵庫区東山町３丁目３番地１号　

川崎病院

外科梶原　淳

　　
小林　照之

　
呼吸器内科安田 美奈

　
循環器内科飯尾　千春子

　
整形外科神頭　誠



３２２５令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

　　
新津　早織

　　
塩田　晃子

　
内科出口　有近

兵庫区御崎町１丁目９番１号　

神戸百年記念病院

耳鼻いんこう

科

岡　直人

　
循環器内科久保　信也

　
心臓血管外科藤田　陽　

兵庫区水木通１０丁目１番１２号　

神戸大山病院

外科金　英植

　
消化器内科李　宗南

長田区一番町２丁目４番地　

神戸市立医療センター西市民病院

呼吸器内科網本　久敬

　
循環器内科田畑　論子

　
消化器外科松井　優悟

　
リウマチ科壷井　和幸

長田区久保町２丁目４番７号　

神戸協同病院

神経内科佐藤　悠

　
内科森川　佑二

長田区房王寺町３丁目５番２５号　

神戸朝日病院

内科髙見　勝弘

須磨区衣掛町３丁目１番１４号　

新須磨病院

整形外科中西　雄太

　
整形外科川上　洋平



令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２２６

　
内科古林　啓介

須磨区西落合３丁目１番１号　

神戸医療センター

呼吸器内科杉山　陽介

　
整形外科劉　正夫

　　
松尾　智哉

須磨区東白川台１丁目１番地１　

北須磨病院

整形外科森井　淳司

内科信秋　護

垂水区旭が丘１丁目９番６０号　

おひさまクリニック

リハビリテー

ション科

篭島　瑞穂

垂水区上高丸１丁目３番１０号　

神戸徳洲会病院

外科冨田　雅史

　
内科栗本　透

　　
小林　登

垂水区清水が丘２丁目５番１号　

佐野病院

内科井上　史洋

垂水区清水が丘３丁目１番５号　

新垣クリニック

循環器内科松本　卓也

垂水区美山台３丁目１８番１２号　

大澤病院

外科大森　敏弘

垂水区舞子台７丁目２番１号　

舞子台病院

整形外科岡田　大志

垂水区学が丘１丁目２１番１号　

神戸掖済会病院

外科平岡 邦彦

耳鼻いんこう

科

池畑　美樹

　
佐伯　優子



３２２７令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

垂水区名谷町字梨原２３５０番２　

名谷病院

脳神経外科小林　啓作

北区淡河町淡河５７４　

介護老人保健施設　うらら

消化器外科山本　正博

北区鹿の子台北町８丁目１１番１号　

恒生かのこ病院

整形外科渡邉　琢也

　
内科足立　和秀

北区しあわせの村１番９号　

にこにこハウス医療福祉センター

小児科石橋　和人

　　
与茂田　愛

北区鈴蘭台東町１丁目９番１号　

吉野医院

脳神経外科大嶋　英之

北区惣山町２丁目１番１号　

神戸中央病院

眼科古川　達也

　
外科谷　直樹

　
呼吸器内科藤田　史郎

　
循環器内科津端　英雄

　
神経内科清家　尚彦

　
腎臓内科亀﨑　通嗣

　
内科大野　慶

北区藤原台中町５丁目１番１号　

済生会兵庫県病院

整形外科佐野　翔平

北区山田町下谷上字梅木谷３７番３　

神戸ほくと病院

整形外科宮﨑　邦彦

西区曙町１０７０番地　

兵庫県立リハビリテーション中央病院

神経内科髙原　佳央里



２　令第３条第２項の規定により指定を辞退した医師

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２２８

　
整形外科羽田　勝彦

　
整形外科西村　真人

西区糀台５丁目７番地１　

神戸市立西神戸医療センター

呼吸器内科上領　博

　
耳鼻いんこう

科

原　真貴子

　
消化器外科長田　圭司

　　
畑　俊行

　　
中村　公治郎

　
消化器内科太田　匠悟

　
小児科平海　良美

　
神経内科赤堀　元樹

　
腎臓内科中田　庸介

医療機関の所在地

医療機関の名称
診療科目氏　名辞退年月日

東灘区鴨子ヶ原１丁目５番１６号　

甲南医療センター

脳神経外科堀　達雄令和２年３月３１日

東灘区本山中町４丁目１番８号　

宮地病院

整形外科美馬　弘令和２年５月３１日

灘区篠原北町３丁目１１番１５号　

神戸海星病院

眼科西村　殊寛令和２年３月３１日

灘区篠原北町３丁目１１番１５号　

神戸海星病院

内科・消化器

科

岡野　裕行



３２２９令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

眼科明石　梓

神経内科大塚　喜久

佐竹　渉

横田　一郎

脳神経外科甲村　英二

耳鼻咽喉科大月　直樹令和元年１２月３１日

小松　弘和令和２年３月３１日

形成外科木谷　慶太郎令和２年４月１６日

外科渋谷　尚樹令和２年４月２４日

小児科永井　正志令和２年６月３日

松本　真明令和２年５月１５日

小児外科橘木　由美子平成３１年４月３０日

小児外科宮内　玄徳令和２年３月３１日

循環器内科秋田　朋己令和２年４月１日

長澤　智令和２年４月１日

循環器科髙田　裕基令和２年４月１日

心臓血管外科後竹　康子令和元年５月３１日



令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２３０

高橋　宏明平成２９年３月３１日

田中　亜紀子平成２４年３月３１日

消化器外科有本　聡令和２年４月２４日

椋棒　英世令和２年３月３１日

消化器科若原　ちか令和２年３月３１日

中央区港島南町２丁目１番地１　

神戸市立医療センター中央市民病院

外科細谷　亮令和２年３月３１日

水本　素子令和２年３月３１日

消化器内科杉之下　与志樹令和２年３月３１日

中央区脇浜町１丁目４番４７号　

神鋼記念病院

リウマチ科西田　美和令和元年１２月３１日

循環器内科今西　純一令和２年３月３１日

消化器外科桂　彦太郎

中央区籠池通４丁目１番２３号　

神戸労災病院

外科岸　真示

循環器内科武居　明日美

中央区脇浜海岸通１丁目３番１号　

神戸赤十字病院

整形外科菊池　剛

呼吸器外科阪本 俊彦

中央区港島南町２丁目１番８号　

神戸市立神戸アイセンター病院

眼科黒田　能匡令和２年４月１日

宮本　紀子



３２３１令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

吉武　信

中央区港島南町１丁目６番７　

兵庫県立こども病院

脳神経外科長嶋　達也令和２年３月３１日

小児科津田　雅世

宅見　晃子

横田　知之

小児外科福澤　宏明

泌尿器科波越　朋也

中央区北長狭通５丁目７番１７号　

原泌尿器科病院

腎臓内科高瀬　重昭令和２年４月１日

中央区野崎通４丁目２番１７号　

岩本診療所　こうべ往診クリニック

内科濵田　水鈴令和２年３月３１日

中央区日暮通２丁目１番３号　

林眼科医院

眼科林　　重伸令和２年２月２９日

兵庫区東山町３丁目３番１号　

川崎病院

内科神﨑　暁慶令和２年３月３１日

循環器内科河合　弘幸

消化器外科新毛　豪

村上　雅一

兵庫区和田宮通６丁目１番３４号　

三菱神戸病院

内科岡田　泰斗

安原　容子

兵庫区御崎町１丁目９番１号　

神戸百年記念病院

眼科粕本　愉美



令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２３２

内科末松　正邦令和元年１２月３１日

増田　陽子令和２年３月３１日

兵庫区上沢通３丁目１番４号　

井上病院

内科松村　克彦平成３０年８月３１日

長田区一番町２丁目４番地　

神戸市立医療センター西市民病院

耳鼻咽喉科寛島　ゆり恵令和２年３月３１日

整形外科小林　雅典

循環器内科笠松　朗

呼吸器内科西尾　智尋

森田　充紀

消化器内科丸尾　正幸

長田区房王寺町３丁目５番２５号　

神戸朝日病院

消化器科井本　勉令和２年３月２３日

長田区花山町２丁目１１番３２号　

適寿リハビリテーション病院

内科・リハ科小橋　紀之令和元年１１月２２日

長田区腕塚町４丁目１番１３号　

新長田眼科医院

眼科福永　とも子令和２年３月３１日

須磨区衣掛町３丁目１番１４号　

新須磨病院

脳神経外科鵜山　淳令和１年９月３０日

中溝　聡令和２年５月３１日

垂水区上高丸１丁目３番１０号　

神戸徳洲会病院

心臓血管外科武田　 尚一郎令和元年１０月３１日

富田　幸裕令和元年８月１６日

樋上　哲哉令和２年１月３１日



３２３３令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

宮木　靖子令和元年１２月３１日

垂水区美山台３丁目１８番１２号　

大澤病院

外科長谷川　健司令和２年３月３１日

垂水区南多聞台２丁目９番３号　

介護老人保健施設　四季の郷

内科藤記　義一平成２２年２月２８日

垂水区清水が丘２丁目５番１号　

佐野病院

寺本　彰令和元年１２月３１日

北区惣山町２丁目１番１号　

神戸中央病院

内科日下　聡令和２年３月３１日

野﨑　高史令和２年４月１日

腎臓内科中村　格

消化器内科古志谷　達也

血液内科島　悦子令和２年５月１日

北区山田町上谷上字古々谷１２番地の３

真星病院

眼科・リハ科呉　雅美令和２年４月１日

北区大脇台３番１号　

春日病院

外科谷岡　康喜令和２年３月３１日

整形外科安水　斉

北区山田町下谷上字梅木谷４２－４　

こやまクリニック

眼科小西　貴之令和２年１月３１日

西区糀台５丁目７番地１　

神戸市立西神戸医療センター

内科田中　康博令和２年６月３０日

形成外科近藤　千紗

外科髙橋　有和令和２年３月３１日

整形外科築山　浩之



３　勤務地の変更を届け出た医師

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２３４

呼吸器科池田　顕彦令和１年９月３０日

消化器外科飯田　拓令和２年３月３１日

西区持子３丁目２番地の２　

神戸市立西神戸医療センター

脳神経外科林　真人令和２年７月１日

変更前の医療機関の所在地

変更前の医療機関の名称
診療科目氏　名変更年月日

変更後の医療機関の所在地

変更後の医療機関の名称

垂水区学が丘１丁目１７番１号　

神戸掖済会病院

内科小川　雄史平成２９年６月１日

垂水区小束山本町３丁目１番２号　

小川内科クリニック

北区しあわせの村１番１８号　

神戸リバビリテーション病院

内科・神経内

科

高井　 豊令和元年１０月１日

北区しあわせの村１番１９号　

介護老人保健施設リハ・神戸

中央区籠池通４丁目１番２３号　

神戸労災病院

整形外科笠原　 孝一

東灘区鴨子ヶ原１丁目５番１６号　

甲南医療センター

東灘区向洋町中２丁目１１番地　

六甲アイランド甲南病院

消化器外科藤田　 敏忠

東灘区鴨子ヶ原１丁目５番１６号　

甲南医療センター

灘区土山町５番１号　

六甲病院

内科小谷　 光令和２年１月１日

灘区篠原北町３丁目１１番１５号

神戸海星病院

中央区脇浜海岸通１丁目３番１号　

神戸赤十字病院

神経内科関　恒慶令和２年３月３１日



３２３５令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

東灘区鴨子ヶ原１丁目５番１６号　

甲南医療センター

外科古出　隆大

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

須磨区西落合３丁目１番１号　

神戸医療センター

整形外科植田　安洋

東灘区向洋町中２丁目１１番地　

六甲アイランド甲南病院

東灘区鴨子ヶ原１丁目５番１６号　

甲南医療センター

整形外科片岡　君成

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

須磨区衣掛町３丁目１番１４号　

新須磨病院

整形外科竹森　俊幸

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

須磨区衣掛町３丁目１番１４号　

新須磨病院

整形外科寬島　佑史

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

中央区脇浜町１丁目４番４７号　

神鋼記念病院

泌尿器科植木　秀登

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

中央区脇浜海岸通１丁目３番１号　

神戸赤十字病院

呼吸器内科中田　恭介

東灘区鴨子ヶ原１丁目５番１６号　

甲南医療センター

西区糀台５丁目７番地１　

神戸市立西神戸医療センター

消化器内科丹家　元祥

中央区港島南町２丁目１番地の１　

神戸市立医療センター中央市民病院



令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２３６

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

眼科吉川　敦子令和２年４月１日

灘区篠原北町３丁目１１番１５号　

神戸海星病院

北区惣山町２丁目１番１号　

神戸中央病院

眼科柏木　 孝夫

北区山田町下谷上字梅木谷３７番３　

神戸ほくと病院

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

神経内科辻　 佑木生

中央区脇浜海岸通１丁目３番１号　

神戸赤十字病院

中央区港島南町２丁目１番地の１　

神戸市立医療センター中央市民病院

神経内科十河　 正弥

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

中央区上筒井通６丁目２番４３号　

神戸平成病院

内科後藤　 格

北区大脇台３番１号　

春日病院

長田区久保町２丁目４番７号　

神戸協同病院

内科田尻　晋也

西区北山台３丁目１番１号　

広野高原病院

中央区脇浜海岸通１丁目３番１号　

兵庫県災害医療センター

形成外科森田　未沙子

中央区脇浜海岸通１丁目３番１号　

神戸赤十字病院

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

外科粟津　正英

中央区籠池通４丁目１番２３号　

神戸労災病院

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

整形外科黒岩　祐



３２３７令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

灘区土山町５番１号　

六甲病院

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

整形外科髙山　孝治

中央区港島南町１丁目４番１２号　

あんしん病院

中央区脇浜海岸通１丁目３番１号　

兵庫県災害医療センター

整形外科松宮　豊

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

中央区港島南町１丁目４番１２号　

あんしん病院

整形外科中野　直樹

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

兵庫区東山町３丁目３番１号　

川崎病院

整形外科南　弘樹

中央区北長挟通５丁目３番５号　

荻原整形外科病院

中央区港島南町１丁目４番６号　

ポートアイランド病院

整形外科近藤　誠

兵庫区水木通１０丁目１番１２号　

神戸大山病院

灘区土山町５番１号　

六甲病院

整形外科林　伸

須磨区西落合３丁目１番１号　

神戸医療センター

中央区籠池通４丁目１番２３号　

神戸労災病院

整形外科鷲見　正敏

北区山田町上谷上字古々谷１２番地の３

真星病院

中央区港島南町１丁目６番７　

兵庫県立こども病院

小児科徳本　翔一

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院



令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２３８

中央区港島南町１丁目６番７　

兵庫県立こども病院

小児科藤田　杏子

東灘区岡本１丁目５番１号　

ふじた小児科

中央区港島南町１丁目６番７　

兵庫県立こども病院

小児外科前田　 貢作

北区しあわせの村１番９号　

にこにこハウス　医療福祉センター

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

循環器内科末  英也

中央区脇浜海岸通１丁目３番１号　

神戸赤十字病院

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

腎臓内科原　 明子

長田区一番町２丁目４番地　

神戸市立医療センター西市民病院

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

呼吸器科三輪　 菜々子

西区糀台５丁目７番地１　

神戸市立西神戸医療センター

中央区脇浜海岸通１丁目３番１号　

神戸赤十字病院

消化器外科奥本　龍夫

灘区土山町５番１号　

六甲病院

長田区久保町２丁目４番７号　

神戸協同病院

消化器科田尻　晋也

西区北山台３丁目１番１号　

広野高原病院

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

感染症内科中村　匡宏

須磨区西落合３丁目１番１号　

神戸医療センター

長田区腕塚町４丁目１番１３号　

新長田眼科医院

眼科河原　佳奈令和２年５月１日



３２３９

４　医療機関の変更を届け出た医師

５　医療機関の開設を届け出た医師　　

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

須磨区西落合３丁目１番１号　

神戸医療センター

西区糀台５丁目７番地１　

神戸市立西神戸医療センター

神経内科髙野　真

垂水区学が丘７丁目１番３０号　

たかのこどもクリニック

須磨区大池町５丁目１８番１号　

髙橋病院

循環器科水口　幸生

兵庫区御崎町１丁目９番１号　

神戸百年記念病院

須磨区衣掛町３丁目１番１４号　

新須磨病院

整形外科国分　毅令和２年５月３１日

須磨区西落合３丁目１番１号　

神戸医療センター

中央区楠町７丁目５番２号　

神戸大学医学部附属病院

小児科西尾　久英令和２年６月１日

東灘区本山南町８丁目３番４号　

東部療育センター

変更前の医療機関の所在地

変更前の医療機関の名称
診療科目氏　名変更年月日

変更後の医療機関の所在地

変更後の医療機関の名称

中央区海岸通２丁目２番１号　第２萬

利ビル２階２０３号室　

海岸診療所

内科白　鴻泰令和２年２月１日

中央区海岸通２丁目３番１０号　

海岸診療所

垂水区旭が丘１丁目９番６０号　

やまぐちクリニック

内科辻本　 健児令和２年４月２日

垂水区旭が丘１丁目９番６０号　

おひさまクリニック



６　氏名変更を届け出た医師

―――――――――――――――――

神戸市告示第５４３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１１月４日

     神戸市長　久　元　喜　造

　  　　

―――――――――――――――――

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２４０

変更前の医療機関の所在地

変更前の医療機関の名称
診療科目氏　名変更年月日

変更後の医療機関の所在地

変更後の医療機関の名称

中央区籠池通４丁目１番２３号　

神戸労災病院

消化器内科石原　 禎子令和２年３月３１日

中央区下山手通５丁目１２番１７号　

よしこクリニック

変更前の名前

診療科目氏　名変更年月日

変更後の名前

勝山　敦子眼科吉川 敦子令和２年４月１日

吉川　敦子

指定年月日所在地名称

令和２年１０月１日神戸市北区鈴蘭台北町９丁目１番１号
ウエルシア薬局　神戸鈴蘭台

北町店

令和２年１０月１日神戸市西区伊川谷町有瀬１５６７番地２
ウエルシア薬局　神戸伊川谷

有瀬店

令和２年１０月１日神戸市西区学園西町１丁目４番地
アルカ　キャンパススクエア

薬局

令和２年６月１日神戸市中央区旭通１丁目１番１号訪問看護ステーションぷらす



３２４１

神戸市告示第５４４号

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

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

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

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

　　令和２年１１月４日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第５４５号  

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

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

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

の３の規定により告示する。

　　令和２年１１月４日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第５４６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１１月４日

     神戸市長　久　元　喜　造

　　　

―――――――――――――――――

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

休止年月日所在地名称

令和２年１０月１日神戸市須磨区白川台６丁目２３番２号医療法人社団田坂耳鼻咽喉科

辞退年月日所在地名称

令和２年９月３０日神戸市兵庫区荒田町１丁目１０番２５号オレンジ薬局兵庫店

廃止年月日所在地名称

令和２年１０月１０日神戸市長田区庄田町２丁目５番１３号河田歯科医院

令和２年９月３０日神戸市垂水区舞子台６丁目１０番１２号オレンジ薬局舞子店



神戸市告示第５４７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１１月４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

２　あん摩マッサージ師

３　はりきゅう師

―――――――――――――――――

神戸市告示第５４８号

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

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

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

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

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２４２

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３０日
神戸市垂水区美山台２丁目１５番

２１号
井上　直也にゃお鍼灸接骨院

令和２年１０月１日
神戸市中央区山本通５丁目１０番

３６号
岡本　英吉アトム整骨院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年９月３０日
神戸市垂水区美山台２丁目１５番

２１号
井上　直也にゃお鍼灸接骨院

令和２年１０月１日
神戸市兵庫区上沢通７丁目１番

９号
田中　祐次

訪問鍼灸たか

兵庫治療院

令和２年１０月１日
神戸市北区鈴蘭台西町５丁目１６

番１号
田中　祐次訪問鍼灸たか

令和２年１０月１日
神戸市中央区山本通５丁目１０番

３６号
岡本　英吉アトム整骨院

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年１０月１日
神戸市須磨区大田町２丁目１番

１３号
佐野　博之

からだ元気治療院　神

戸須磨店

令和２年１０月１日
神戸市中央区山本通５丁目１０番

３６号
岡本　英吉アトム整骨院



３２４３

の規定により告示する。

　　令和２年１１月４日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第５４９号  

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

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

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

定の辞退があったので，生活保護法第５５条の２の規定により告示する。

　　令和２年１１月４日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第５５０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１１月４日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

サービス種類休止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該休止にかか

る介護事業所の

所在地

当該休止にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和２年

１０月１日

神戸市須磨区白

川台６丁目２３番

２号

医療法人社団

田坂耳鼻咽喉

科

神戸市須磨区白

川台６丁目２３番

２号

医療法人社団

田坂耳鼻咽喉

科

サービス種類辞退年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該辞退にかか

る介護事業所の

所在地

当該辞退にか

かる介護事業

所の名称

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和２年

９月３０日

大阪府大阪市　

北区梅田２丁目

６番２０号

株式会社オレ

ンジファーマ

シー

神戸市兵庫区荒

田町１丁目１０番

２５号

オレンジ薬局

兵庫店



令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２４４

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　

９月３０日

大阪府大阪市　

北区芝田２丁目

８番１０号

株式会社プチ

ファーマシス

ト

神戸市垂水区舞

子台６丁目１０番

１２号

オレンジ薬局

舞子店

訪問介護　介護予防

訪問介護

令和２年

９月３０日

神奈川県横浜市

港南区上大岡西

１丁目６番１号

株式会社ツク

イ

神戸市兵庫区上

沢通４丁目１番

４号

ツクイ神戸南

通所介護　介護予防

通所介護

令和２年

９月３０日

神奈川県横浜市

港南区上大岡西

１丁目６番１号

株式会社ツク

イ

神戸市須磨区北

落合２丁目１０番

１３号

ツクイ神戸北

落合

居宅介護支援令和２年

９月３０日

神奈川県横浜市

港南区上大岡西

１丁目６番１号

株式会社ツク

イ

神戸市垂水区神

陵台３丁目２番

１号

ツクイ神戸神

陵台

通所介護　介護予防

通所介護

令和２年

９月３０日

神奈川県横浜市

港南区上大岡西

１丁目６番１号

株式会社ツク

イ

神戸市垂水区多

聞台２丁目２番

７号

ツクイ神戸多

聞台

訪問介護　介護予防

訪問介護

令和２年

９月３０日

神奈川県横浜市

港南区上大岡西

１丁目６番１号

株式会社ツク

イ

神戸市北区北五

葉１丁目５番１

号

ツクイ神戸鈴

蘭台

通所介護　介護予防

通所介護

令和２年

９月３０日

神奈川県横浜市

港南区上大岡西

１丁目６番１号

株式会社ツク

イ

神戸市北区松宮

台２丁目１番９

号

ツクイ神戸松

宮台

通所介護　介護予防

通所介護

令和２年

９月３０日

神奈川県横浜市

港南区上大岡西

１丁目６番１号

株式会社ツク

イ

神戸市北区西山

１丁目１５番地の

９

ツクイ神戸西

山

訪問介護　介護予防

訪問介護

令和２年

９月３０日

神奈川県横浜市

港南区上大岡西

１丁目６番１号

株式会社ツク

イ

神戸市北区惣山

町５丁目９番７

号

ツクイ神戸北

訪問介護　介護予防

訪問介護

令和２年

９月３０日

神奈川県横浜市

港南区上大岡西

１丁目６番１号

株式会社ツク

イ

神戸市中央区旭

通１丁目１番１

号

ツクイ神戸三

宮

通所介護　介護予防

通所介護

令和２年

９月３０日

神奈川県横浜市

港南区上大岡西

１丁目６番１号

株式会社ツク

イ

神戸市中央区旭

通１丁目１番１

号

ツクイ神戸三

宮

短期入所生活介護　

介護予防短期入所生

活介護

令和２年

９月３０日

神戸市西区曙町

１０７０番地

社会福祉法人

兵庫県社会福

祉事業団

神戸市西区曙町

１０７０

社会福祉法人

兵庫県社会福

祉事業団万寿

の家短期入所

生活介護事業

所

通所介護　介護予防

通所介護

令和２年

９月３０日

神奈川県横浜市

港南区上大岡西

１丁目６番１号

株式会社ツク

イ

神戸市西区学園

東町６丁目２番

１０号

ツクイ神戸学

園東町



３２４５

―――――――――――――――――

神戸市告示第５５１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１１月５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１８日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年１１月４日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第５５２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１１月５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１８日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年１１月４日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

最大 　１６．８０

最小　　４．７０

１２６．８０新神戸市北区長尾町上津字口

弥六４２０９番１地先から

神戸市北区長尾町上津字大

葉坂４６４８番１地先まで

長尾東ノ池辻

線

市道

最大 　１４．１０

最小　　４．７０

１２６．８０旧

訪問介護令和２年

９月３０日

神奈川県横浜市

港南区上大岡西

１丁目６番１号

株式会社ツク

イ

神戸市西区伊川

谷町別府７７３番

ツクイ神戸伊

川谷有瀬

通所介護　介護予防

通所介護

令和２年

９月３０日

神奈川県横浜市

港南区上大岡西

１丁目６番１号

株式会社ツク

イ

神戸市西区竜が

岡４丁目１番２

号

ツクイ神戸竜

が岡

訪問介護　通所介護

　介護予防訪問介護

　介護予防通所介護

令和２年

９月３０日

神奈川県横浜市

港南区上大岡西

１丁目６番１号

株式会社ツク

イ

神戸市西区押部

谷町　木幡字宇

津木原３３番地の

３

ツクイ神戸秋

葉台

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



―――――――――――――――――

神戸市告示第５５３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１１月５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１８日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年１１月４日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第５５４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１１月５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１８日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年１１月４日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２４６

最大　 ４４．６０

最小　 １４．３０

２６６．００新神戸市北区有野町有野字キ

スラシ３９０１番５地先から

神戸市北区有野町有野字平

井４６６番１地先まで

神戸三田線県道

最大 　２４．４０

最小　　５．８０

２６６．００旧

最大　　９．００

最小　　６．２０

１９．００新神戸市北区有野町有野字五

社８０３地先から

神戸市北区有野町有野字五

社８０６番３地先まで

有野村旧県道

７号線

市道

４．００１９．００旧

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

６．００２３．８０新神戸市灘区篠原南町３丁目

３３番１番地先から

神戸市灘区篠原南町３丁目

３３番１地先まで

篠原５４号線市道

最大　　５．７０

最小　　５．６０

３４．７０旧

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



３２４７

―――――――――――――――――

神戸市告示第５５５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１１月５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１８日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年１１月４日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第５５６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１１月５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１８日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年１１月４日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

最大　　４．７０

最小　　４．５０

１１．９０新神戸市長田区大谷町２丁目

４番５地先から

神戸市長田区大谷町２丁目

４番６地先まで

板宿大手方面

第３号線

市道

最大　　３．４０

最小　　３．１０

１１．９０旧

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

　　４．００３６．９０新神戸市須磨区車字大道１２４４

番７地先から

神戸市須磨区車字大道１２４４

番３０地先まで

須磨里２７４号

線

市道

　　２．５０３６．９０旧

　　４．１０２０．３０新神戸市須磨区車字大道１２４４

番８地先から

神戸市須磨区車字大道１２４４

番１０地先まで

須磨里２８９号

線

最大　　２．３０

最小　　２．２０

２０．３０旧

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



  公     告  

神戸市公告第７０６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１６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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２４８

最大　　５．６０

最小　　５．５０

３７．７０新神戸市垂水区高丸１丁目

９５９番１０２地先から

神戸市垂水区高丸１丁目

９５９番１０２地先まで

西垂水１６６号

線

市道

最大　　５．２０

最小　　５．１０

３７．７０旧

布引小公園橋梁撤去工事工 事 名

神戸市中央区熊内町９丁目工事場所

令和３年２月２６日　完成期限

橋梁撤去工　１式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

解体工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「解体」を希望業種と

して登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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

その他



３２４９

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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

　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１６日（金）～１０月２３日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１０月２６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２７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２８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



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７０７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１６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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２５０

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

ポートターミナル西側プレート板他取付工事工 事 名

神戸市中央区新港町４（ポートターミナル西側）工事場所

令和３年３月１９日完成期限

ポートターミナル西側の２階下部部分にトロリ線取付用骨組取付する工事及び，

ポートターミナル西側の３階部分にプレート板を取付ける工事
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

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「鋼構造物」を登録業登録業種



３２５１

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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

種としていること（希望順位は問わない）。

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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１６日（金）～１０月２３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２６日（月）午前９時～午後８時日 時



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第７０８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１６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２５２

第２日目　令和２年１０月２７日（火）午前９時～午後３時

電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方　　法

令和２年１０月２８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

清水が丘地区他雨水幹線改修工事工 事 名

神戸市垂水区清水が丘２丁目他工事場所

令和３年３月３１日完成期限



３２５３

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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

管路施設修繕工　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



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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２５４

令和２年１０月１６日（金）～１０月２３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２６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２７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２８日（水）午前１０時３０分日 時

開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行する

ので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無



３２５５

神戸市公告第７０９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１６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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

神戸明石線歩道改良工事工 事 名

神戸市中央区元町通１丁目他工事場所

令和３年１月２９日　完成期限

土工　一式，　排水構造物工　一式，　舗装工　一式，　構造物撤去工　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

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２５６

※　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１６日（金）～１０月２３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２６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２７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２８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



３２５７

　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７１０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１６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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２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

淡河村合併第１９号線防災工事工 事 名

神戸市北区淡河町野瀬工事場所

令和３年２月２６日完成期限

土工　一式，　グラウンドアンカー工　２４本，　鋼製受圧板工　２４基，

付帯工　一式，　仮設工　一式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行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。

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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２５８

　・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１６日（金）～１０月２３日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１０月２６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２７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２８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。
方 法



３２５９

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７１１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１６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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

長尾山排水管理施設配管改修及び高分子剤タンク撤去工事工 事 名

神戸市北区山田町上谷上字長尾　神戸市環境局長尾山排水管理施設工事場所

令和３年３月１７日完成期限

本工事は，長尾山排水管理施設におけるアスベスト含有配管保温材の撤去他，

汚泥引抜配管の改修，高分子剤タンク等の撤去をし，施設の安定稼働を目的と

した工事を実施するものである。

・アスベスト含有配管保温材の撤去・保温復旧・塗装

・高速凝集沈殿槽汚泥引抜配管の改修

・第２及び第３高分子剤タンク等の撤去

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



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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２６０

単独企業形態

機械器具設置工事業に係る建設業の許可建設業の許可

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１６日（金）～１０月２３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



３２６１

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７１２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１６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

第１日目　令和２年１０月２６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２７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２８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

灘区民ホール自動制御装置監視盤改修工事工 事 名



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２６２

神戸市灘区岸地通１丁目１－１工事場所

令和３年３月１９日完成期限

自動制御装置類の改修工事　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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上になる

場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において，「電気専門」を登録業

種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　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



３２６３

　　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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

第１日目　令和２年１０月２８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２９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３０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

令和２年１０月１６日（金）～１０月２７日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所



　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７１３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１６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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２６４

南京町舗装改修工事工 事 名

神戸市中央区元町通１丁目他工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

土工　一式，　　舗装工　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

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

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

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

その他



３２６５

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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

　　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１６日（金）～１０月３０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１１月４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月５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１１月６日（金）午前１０時３０分日 時



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７１４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１６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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２６６

　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

六甲アイランド歩道整備工事工 事 名

神戸市東灘区向洋町東４丁目工事場所

令和３年２月２６日完成期限

土工　１式，　高木撤去　２６７本，　歩道舗装工　２，９４０㎡，　

殻・生木等処分　１式，街渠工　７０ｍ，　低木撤去　１，８８０株
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



３２６７

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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

造園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

造園一般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

令和２年１０月１６日（金）～１０月３０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



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７１５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１６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２６８

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１１月４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月５日（木）午前９時～午後３時
日 時

電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

令和２年１１月６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



３２６９

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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

森友５丁目地区他汚水管改良工事工 事 名

神戸市西区森友５丁目他工事場所

令和３年９月３０日　完成期限

管きょ更生工　φ２００㎜　Ｌ＝７１．７０ｍ，φ２５０㎜　Ｌ＝９７９．６１ｍ，

管きょ工（開削）Ｋ１φ２５０㎜　Ｌ＝５１．００ｍ，

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式

工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　公益財団法人｢日本下水道新技術機構｣の建設技術審査証明を有する

　管更生工法で，当該工事の全ての本管径に対応するいずれかの工法の

　使用が可能であること。また，配置予定技術者については，次の①及

　び②に該当する技術者とすること。

　　①上記工法に関する施工監理技術の研修又は講習を修了した者。

　　②下水道管路更生管理技士（一般社団法人　日本管路更生工法品質

　　確保協会），下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）（公益社

　　団法人　日本下水道管路管理業協会）又は，下水道管きょ更生施工

　　管理技士（一般社団法人　日本管更生技術協会）の資格を有する者。

⑷　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑸　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

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。

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２７０

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑷⑸中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑷⑸中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年１０月１６日（金）～１０月３０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１１月４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月５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１１月６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



３２７１

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７１６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１６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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２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

美山台３丁目地区他汚水管改良工事工 事 名

神戸市垂水区美山台３丁目　他工事場所

令和４年２月１５日完成期限

管きょ更生工　φ２５０㎜　Ｌ＝１，４５７．７７ｍ，

管きょ工（開削）　Ｋ１φ２５０㎜　Ｌ＝６１．７２ｍ

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式

工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可



３　総合評価に関する事項

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２７２

　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・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　公益財団法人「日本下水道新技術機構」の建設技術審査証明を有す

　る管更生工法で，当該工事の全ての本管径に対応するいずれかの工法

　の使用が可能であること。また，配置予定技術者については，次の①

　及び②に該当する技術者とすること。

　①　上記工法に関する施工監理技術の研修又は講習を修了した者。

　②　下水道管路更生管理技士（一般社団法人　日本管路更生工法品質

　確保協会），下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）（公益社団

　法人　日本下水道管路管理業協会）又は，下水道管きょ更生施工管理

　技士（一般社団法人　日本管更生技術協会）の資格を有する者。　

⑷　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑸　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑷⑸中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑷⑸中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他



３２７３

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

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

令和２年１０月１６日（金）～１０月３０日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１１月４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月５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１１月４日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年１１月５日（木）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方 法

令和２年１１月６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１１月１３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。
方　　法



１０　落札候補者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

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

　補者を決定する。

１１　入札保証金

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

　定により免除します。

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第７１７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１６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２７４

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

神戸六甲線防災対策工事（２，４，７工区）工 事 名

神戸市灘区六甲山町工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年６月３０日完成期限

２工区　落石防止網工５８５㎡，４工区　落石防止網工５２５㎡，

７工区　法枠工２８８㎡，落石防護柵工３１ｍ，
工事概要



３２７５

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　総合評価に関する事項

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

重力式擁壁工１２９㎥，高エネルギー吸収型落石防護柵工４１ｍ　他

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「法面処理」を希望

業種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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

　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



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

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２７６

令和２年１０月１６日（金）～１０月３０日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１１月４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月５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。

方 法

令和２年１１月６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

　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１１月４日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年１１月５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



３２７７

１０　落札候補者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

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

　補者を決定する。

１１　入札保証金

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

　定により免除します。

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第７２６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２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２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

西神井吹台住宅８・９・１１号棟照明設備改修工事工 事 名

神戸市西区井吹台西町１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

令和２年１１月１３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



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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２７８

西神井吹台住宅８・９・１１号棟における別途外壁改修工事に準じて，共用部等

の照明設備を改修する工事の一切
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

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



３２７９

　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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

令和２年１０月２１日（水）～１０月２７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２８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２９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３０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７２７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２１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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２８０

港島学童保育コーナー整備工事工 事 名

神戸市中央区港島中町２丁目１－１２工事場所

令和３年３月１０日完成期限

内装改修工事，これらに伴う電気・機械設備工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

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。

その他



３２８１

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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２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２１日（水）～１０月２７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２８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２９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３０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７２８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２１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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２８２

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。

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

東灘体育館建具改修他工事工 事 名

神戸市東灘区魚崎南町６丁目５－１１工事場所

令和３年３月１５日完成期限

大体育室，小体育室の床改修工事，建具改修工事工事概要

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



３２８３

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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

令和２年１０月２１日（水）～１０月２７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）

日　　時

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１０月２８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２９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３０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

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。



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７２９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２１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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２８４

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

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等級

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

兵庫南１０２号線歩道改良工事工 事 名

神戸市兵庫区松原通４丁目～須佐野通４丁目工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

工事延長　Ｌ＝２００ｍ， 車道舗装工　Ａ＝８２２㎡， 歩道舗装工　Ａ＝５３２㎡，

側溝工　Ｌ＝１１７ｍ， 乱横断防止柵設置工　Ｌ＝１７０ｍ
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



３２８５

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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

令和２年１０月２１日（水）～１０月２７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２８日（水）午前９時～午後８時日 時

　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



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７３０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２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２８６

第２日目　令和２年１０月２９日（木）午前９時～午後３時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年１０月３０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

雲雀ヶ丘２号線水路改築工事工 事 名

神戸市長田区雲雀ケ丘１丁目工事場所

令和３年２月２６日　完成期限



３２８７

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

ＰＣボックスカルバート据付　５０ｍ，　基礎板据付　１００ｍ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。

※　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



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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２８８

第１日目　令和２年１０月２８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２９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２１日（水）～１０月２７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

令和２年１０月３０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



３２８９

―――――――――――――――――

神戸市公告第７３１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２１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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

天神川乗越峠線歩道拡幅工事工 事 名

神戸市垂水区高丸２丁目工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

［施工延長］Ｌ＝１２６．０ｍ

水路壁：Ｖ＝９３㎥，水路蓋：プレキャスト床版敷設：Ｎ＝９０枚

舗装工　Ａｓ舗装：６３㎡，Ｃｏ舗装：Ａ＝１２３㎡

街渠工：Ｌ＝１２４ｍ，構造物撤去工，防護柵工，各１式　他

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行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

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

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２９０

　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。

第１日目　令和２年１０月２８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２９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２１日（水）～１０月２７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

令和２年１０月３０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



３２９１

　　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７３２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２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　令和２年度光害阻止ＬＥＤ防犯灯器具購入（その２）

　⑵　数量

　　　光害阻止ＬＥＤ防犯灯器具　２，８００基

　　　取付ベルト　６０巻

　　　締付金具　２，８００個

　⑶　納入場所

　　　北建設事務所（北区有野町唐櫃字種池３０６４）

　　　西建設事務所（西区玉津町今津字宮の西３３３－１）

　⑷　納入期限

　　　令和３年３月３１日

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２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



　　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及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１０月２８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２８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

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３２９２



３２９３

　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２９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３０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１９日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年１１月２０日（金）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年１１月２０日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年１１月１９

　　　日（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年１１月２０日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。
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１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

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

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ができます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。　　　　　

　　ただし，令和２年１０月３０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　本調達後において予定する一連の調達

　　今後予定する調達はありません。

１７　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８月５日
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１８　Summary

　⑴　Contract Content : Light pollution prevention LED road light（No.２） .

　⑵　Estimated Quantity : Light pollution prevention LED road lights 2,800 units, 

　　Installation belts 60 units, Tightening metal fittings 2,800 units.

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. October 30, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. November 20, 2020. 

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第７３３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２１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

　　いぶき明生支援学校スクールバス購入

２　数量

　　２両

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９月２５日

５　落札者の氏名及び住所

　　いすゞ自動車近畿株式会社　神戸支店

　　　　支店長　髙畑　光一

　　兵庫県神戸市東灘区向洋町西４丁目４

６　落札金額

　　５５，７５０，０００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
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　　令和２年７月２９日

―――――――――――――――――

神戸市公告第７３４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２１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

　　友生支援学校スクールバス購入

２　数量

　　１両

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９月２５日

５　落札者の氏名及び住所

　　いすゞ自動車近畿株式会社　神戸支店

　　　　支店長　髙畑　光一

　　兵庫県神戸市東灘区向洋町西４丁目４

６　落札金額

　　２７，９８０，０００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２９日

―――――――――――――――――

神戸市公告第７３５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２１日
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品等の名称及び調達の種類

　　令和２年度ＬＥＤ防犯灯器具購入（その２）

２　数量

　　ＬＥＤ防犯灯器具　５，０００基

　　取付ベルト　１３０巻

　　締付金具　５，０００個

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市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２５日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社エアシス

　　　　代表取締役　中島　忠

　　神戸市西区前開南町２－１４－９

６　落札金額

　　１４，１０２，０００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２９日

―――――――――――――――――

神戸市公告第７３６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２１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品等の名称及び調達の種類

　　令和２年度　一般街路灯（防犯灯）支柱購入（その１）

２　数量

　　７５０本

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
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４　落札者を決定した日

　　令和２年９月２５日

５　落札者の氏名及び住所

　　不二電気工事株式会社

　　　　代表取締役　藤田　文基

　　尼崎市武庫之荘６丁目２４－１６

６　落札金額

　　９，８００，０００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２９日

―――――――――――――――――

神戸市公告第７３７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２１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品等の名称及び調達の種類

　　令和２年度　一般街路灯（防犯灯）支柱購入（その２）

２　数量

　　７００本

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９月２５日

５　落札者の氏名及び住所

　　不二電気工事株式会社

　　　　代表取締役　藤田　文基

　　尼崎市武庫之荘６丁目２４－１６

６　落札金額

　　１０，２００，０００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
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　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２９日

―――――――――――――――――

神戸市公告第７３８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２１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品等の名称及び調達の種類

　　令和２年度光害阻止ＬＥＤ防犯灯器具購入（その１）

２　数量

　　光害阻止ＬＥＤ防犯灯器具　２，９００基

　　取付ベルト　６０巻

　　締付金具　２，９００個

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市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１０月２日

５　落札者の氏名及び住所

　　有限会社三谷テクノ

　　　　代表取締役　三谷　武史

　　神戸市兵庫区水木通１０丁目２番２６－１号

６　落札金額

　　６６，９００，０００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８月５日

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第７３９号

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

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号



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２１日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

　　ＩＣＴ機器借上【東須磨小学校の一部特別教室】

２　数量

　　電子黒板機能付テレビ３式等

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９月２５日

５　落札者の氏名及び住所

　　ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

　　　　神戸営業所長　　渡邉　祐史

　　神戸市中央区東町１２６番地

６　落札金額

　　２０，５００円（１月当り単価）

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２９日

―――――――――――――――――

神戸市公告第７５４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１１月４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市西区伊川谷町有瀬字頭谷９０９番１の一部，９０９番２，９０９番７，９０８番，９１０番１，

　　９１１番１の一部，９１３番１，９１４番１，９１６番１の一部，明石市朝霧台３７７６番４６

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　大阪市住吉区長居東４－１１－４

　　　株式会社　富士木材

　　　代表取締役　井上　晴樹

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３３００



３３０１

３　許可番号

　　平成３１年３月２６日　　　第６９５０号

―――――――――――――――――

神戸市公告第７５５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１１月４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市垂水区五色山１丁目１２７９番５，１２７９番６，１２７９番７，１２７９番９，１２７９番１０，

　　１２７９番１１，１２７９番１２

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　明石市大久保町大窪４９７番地１

　　関西住宅販売株式会社

　　　代表取締役　横野　修三

３　許可番号

　　令和２年１月８日　第７００４号

　　（変更許可　令和２年９月３０日　第１４０４号）

　　（変更許可　令和２年１０月１４日　第１４０７号）　

―――――――――――――――――

神戸市公告第７５６号

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第５条の１０第１項の規定により，神戸総合運動公園と県

道神戸加古川姫路線との兼用工作物の管理方法について協議が成立したので，同条第２項の規

定に基づく協議の内容を次のとおり公告します。

　　令和２年１１月４日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　都市公園及び県道の名称及び管理者

２　兼用工作物の位置及び区域

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

管　理　者名　称

神戸市

代表者　神戸市長　久元　喜造
甲神戸総合運動公園都市公園

神戸市

代表者　神戸市長　久元　喜造
乙神戸加古川姫路線県道

区　　域地積位　置



３　管理方法

　　兼用工作物の維持管理，修繕又は災害復旧は別表の管理区分のとおり行うこととする。

　　＜別表＞　兼用工作物の管理区分

４　行政処分

　　兼用区域内に関し行政処分を行う場合には，乙が道路法及び道路に関する神戸市の規定に

　より対応することとする。

５　協議の有効期間

　　令和２年１１月１日から，甲又は乙が施設の供用を廃止するとき及びその権限を失するまで

　の期間

―――――――――――――――――

神戸市公告第７５７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１１月４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

　　神戸市北区唐櫃台３丁目１１９０番１の一部，１３２８番１の一部，１１９０番１地先道路，１３２８番１

　　地先道路の内１工区

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　　神戸市長　久元　喜造

３　許可番号

　　開発協議　平成２９年７月２８日　第６８０８号

　　（変更協議　平成３０年２月２７日　第１３１５号

　　　変更協議　令和２年２月１７日　第１３６３号）

―――――――――――――――――

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３３０２

神戸市建設局公園部管理課

備付けの図面のとおり

１３３．５４㎡須磨区緑台３２５１番９

２４９．８２㎡須磨区緑台３２５１番１４

８７．７０㎡須磨区緑台３２５１番４９

乙甲

落石防護柵

落石防護柵基礎

落石防護柵背面水路

土間コンクリート

石積擁壁

石積擁壁下水路



３３０３

神戸市公告第７５８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１１月４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　工事を完了した公共施設が存する開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　神戸市北区唐櫃台３丁目１３２８番１の一部（３工区の道路の一部）

２　工事を完了した公共施設

　　道路

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　　神戸市長　久元　喜造

４　許可番号

　　開発協議　平成２９年７月２８日　第６８０８号

　　（変更協議　平成３０年２月２７日　第１３１５号

　　　変更協議　令和２年２月１７日　第１３６３号）

  水  道  局  

神戸市水道告示第１４号

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

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

の規定により告示する。

　　令和２年１１月４日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

―――――――――――――――――

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

廃止年月日
事　　　業　　　所事　　　業　　　者

所　在　地名　　称代表者所　在　地氏名又は名称

令和２年

９月３日
神戸市中央区楠町６丁目３－１４滝本工業所滝本　博康神戸市中央区楠町６丁目３－１４滝本工業所

令和２年

８月３日

神戸市東灘区住吉東町２丁目７－

１０

有限会社リーブ

ハウス
高橋　誠二

神戸市東灘区住吉東町２丁目７－

１０

有限会社リーブ

ハウス

令和２年

９月３０日

大阪府堺市北区北長尾町８丁１番

２３号

沢田工業株式会

社

代表取締役　

澤田　博

大阪府堺市北区北長尾町８丁１番

２３号

沢田工業株式会

社

令和２年１

０月３１日

神戸市東灘区魚崎西町４丁目１０番

１２号
柿本組柿本　金也

神戸市東灘区魚崎西町４丁目１０番

１２号
柿本組

令和２年

４月１日

神戸市中央区脇浜町１丁目３－６

－３０１
芝田設備芝田　一雄

神戸市中央区脇浜町１丁目３－６

－３０１
芝田設備



神戸市水道告示第１５号

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

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

する。

　　令和２年１１月４日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第８２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１６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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３３０４

浄水管理センター照明器具ＬＥＤ化工事工 事 名

神戸市兵庫区楠谷町３７－１　浄水管理センター工事場所

令和３年３月３１日完成期限

水道局浄水管理センターに設置されている照明器具の経年劣化に伴うＬＥＤ化

取替工事一式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

指定年月日
事　　　業　　　所事　　　業　　　者

所　在　地名　　称代表者所　在　地氏名又は名称

令和２年

１０月３１日

大阪府羽曳野市埴生野５７７番地の

４

株式会社ユーア

イ技研

代表取締役　

二越　公嗣

大阪府羽曳野市埴生野５７７番地の

４

株式会社ユーア

イ技研

令和２年

１０月３１日
須磨区稲葉町４－１－２４

株式会社神明テ

クノサービス

代表取締役　

藤原　雅弘
須磨区稲葉町４－１－２４

株式会社神明テ

クノサービス

令和２年

１０月３１日

福岡県北九州市小倉南区石田南二

丁目４番１号
株式会社タカギ

代表取締役　

髙城　英一郎

福岡県北九州市小倉南区石田南二

丁目４番１号
株式会社タカギ

令和２年

１０月３１日
東灘区向洋町中８丁目７株式会社柿本組

代表取締役　

柿本　金也
東灘区魚崎西町４丁目１０番１２号株式会社柿本組

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



３３０５

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

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１６日（金）～１０月２３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２６日（月）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年１０月２７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

　　神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号）第１２条第２号の規定により免

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第８３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１６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

１　入札に付する事項

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３３０６

「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２８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

須磨（北落合４丁目他）配水管新設・取替工事工 事 名

神戸市須磨区北落合４～５丁目工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス
完成期限



３３０７

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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年９月３０日

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

布設延長（ｍ）：φ１００－３．１，φ１５０－５．９，φ２００－２８．０，φ３００－０．７，

　　　　　　　　φ４００－３．８，φ６００－６５．２，φ７００－５５５．４

撤去延長（ｍ）：φ１００－３．１，φ２００－１５．２，φ３００－５．１，

　　　　　　　　φ４００－１９．５，φ５００－５５６．０

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，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし、下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は、特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

　水道管開削工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成２１年

度以降に完成させた施工実績があること。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

　ただし，等級が土木Ａ又はＢであり，令和２・３年度神戸市競争入札

参加資格の土木一般の総合点数が１，０８０点以上のものは施工実績の提出

は不要とする。

施工実績

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



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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３３０８

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。

第１日目　令和２年１１月４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月５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）～１０月３０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

令和２年１１月６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



３３０９

８　入札保証金

　　神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号）第１２条第２号の規定により免

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第９２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２１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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

須磨（南落合）水管橋取替工事工 事 名

神戸市須磨区竜が台１丁目，南落合３丁目工事場所

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

鋼管管体製作及び現場工事

φ３００水管橋架設（２橋）　一式　　φ３００水管橋撤去（２橋）　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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３３１０

　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。

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「鋼構造物」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　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２１日（水）～１０月３０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



３３１１

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

　　神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号）第１２条第２号の規定により免

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

 

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

第１日目　令和２年１１月４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月５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１１月６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



  交  通  局  

神戸市交通公告第３６号

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

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

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

５１年８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第２７条の５第１項において読み替える規程第

４条及び規程第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１０月２１日

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

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　軽油の購入

　⑵　予定数量

　　　１，８６０キロリットル

　⑶　納入場所

　　　神戸市交通局魚崎営業所　　　神戸市東灘区魚崎浜町３２番２号

　　　神戸市交通局石屋川営業所　　神戸市灘区弓木町１丁目２番１号

　　　神戸市交通局中央営業所　　　神戸市中央区小野浜町７番６５号

　　　神戸市交通局松原営業所　　　神戸市兵庫区芦原通５丁目１番３１号

　　　神戸市交通局落合営業所　　　神戸市須磨区東落合１丁目１番５号

　　　神戸市交通局垂水営業所　　　神戸市垂水区本多聞３丁目１０番１号

　　　神戸市交通局西神営業所　　　神戸市西区竹の台１丁目４０７番２

　⑷　納入期間

　　　令和３年１月１日から令和３年３月３１日まで

　⑸　納入方法

　　　交通事業管理者が指定した日時に，指定した数量をローリー車で納入すること。

　⑹　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から入札の日までの間

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　直近の事業年度における売上高が５億円以上であること。

　⑸　当該軽油を確実かつ充分に納入し得ること。

４　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市交通局総務課（電話番号　０７８－９８４－０１０４）

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　御崎Ｕビル３階

５　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

６　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

７　入札説明書の交付期間，交付場所及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年１１月４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１１月４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

　　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　ウ　交付方法

　　　　　無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　 公告の翌日から令和２年11月５日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼働時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）
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　　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の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１１月６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

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市中央区加納町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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

１０　入札書の提出期間等，提出場所及び提出方法

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　 第１日目　令和２年１２月８日（火）　午前９時から午後８時まで

　　 第２日目　令和２年１２月９日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

　　 入札説明書による

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　　令和２年１２月９日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年１２月８

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市中央区加納町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

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

１１　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年１２月９日（水）午前１０時３０分から

　⑵　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　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　０７８－３２２－５１５９）

１２　入札保証金　
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　　規程第７条第２号の規定により免除します。

１３　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札をしたとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

　　く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　⑿　前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１４　落札者の決定の方法

　⑴　入札は１リットル当たりの単価で行うものとし，落札者の決定は，規程第１０条の規定に

　　より定めた予定価格から軽油引取税を減じた額の１１０分の１００に相当する価格に軽油引取税

　　を加算した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ので，

　　入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，

　　見積もった契約希望価格から軽油引取税を減じた額の１１０分の１００に相当する価格に軽油引

　　取税を加算した価格を記載した入札書を提出すること。

　⑵　入札執行日（令和２年１２月９日）現在の軽油引取税率で入札すること。

１５　特定調達契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１６　その他

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

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

　　受けることができます。

　　　ただし、令和２年１１月６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。

　⑵　令和２年１２月９日現在の軽油引取税その他納入に係る公租公課（以下「軽油引取税等」

　　という。）の税率に基づいた額で契約を締結するものとします。また，契約締結後に軽油

　　引取税等に変更ある場合は，変更日以降の納入について別途変更契約を交わすものとしま

　　す。
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　⑶　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Gas Oil 

　⑵　Estimated quantity ：1,860 kl

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids ： 5:00 P.M. November 6, 2020. 

　⑷　Deadline for submitting bids ： 10:00 A.M. December 9, 2020.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第４２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１６日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）
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名谷駅ビル２階空調設備更新工事工 事 名

神戸市須磨区中落合２丁目工事場所

令和３年１月２９日完成期限

名谷駅２階テナントの空調換気設備の更新工事一式。附帯する電気設備工事・

建築工事一式を含む。
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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。

その他



３３１７

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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年１０月１６日（金）～１０月２３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２６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２７日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書
方 法



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

　す。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第４３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２１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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３３１８

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２８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

西神・山手線　レール基地溶接及びロングレール運搬工事工 事 名

名谷車両基地，新長田～長田（東行線），三宮～新神戸（東西行線）工事場所

令和３年３月１９日　完成期限

名谷車両基地　レールガス圧接

新長田～長田（東行線）ＭＬ６ｋ０８２～６ｋ８９３（ロングレール運搬８１１単線ｍ）
工事概要



３３１９

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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

三宮～新神戸（東行線）ＭＬ１２ｋ０９８～１２ｋ３６６（ロングレール運搬２６８単線ｍ）

三宮～新神戸（西行線）ＭＬ１２ｋ０９８～１２ｋ３６７（ロングレール運搬２６９単線ｍ）

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

⑴　平成３０年１０月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



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１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号３３２０

令和２年１０月２１日（水）～１０月２７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２８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月２９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３０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



３３２１

  訂     正  

　令和２年１０月６日付け神戸市公報第３６７８号に掲載の神戸市告示第４６０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。

（２７７６ページ　告示第４６０号　表）

（訂正前）

（訂正後）　

令和２年１１月４日   神  戸  市  公  報   第３６８２号

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

最大　　７．２０

最小　　４．００

５１０．８０新神戸市北区有野町有野字中

山２１１７番２地先から

神戸市北区有野町有野字中

山２１１６番１地先まで

有野里２３３号

線

市道

最大　　３．００

最小　　２．１０

２７３．２０旧

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

最大 　１４．７０

最小　　４．２０

５１０．８０新神戸市北区長尾町上津字土

井ノ内４３８８番１地先から

神戸市北区長尾町上津字治

良九郎４４７１番１地先まで

有野里２３３号

線

市道

最大　　４．００

最小　　１．２０

２７３．２０旧


