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　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（令和２年度平荘大久保線段差解消

　工事）  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約
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　プ機械設備工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（青陽東養護学校外壁改修他工事）
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▽事後審査型制限付一般競争入札による契約
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　築電気設備工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（新港第四突堤Ｑ２上屋止水板設置

　工事）  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約
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　新工事（その３））［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（長田楠日尾線（楠町）電線共同溝

　整備工事（その２））

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（市民広場歩道橋補修・照明施設改

　修工事） ［行財政局契約監理課］

▽簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制

　限付一般競争入札による契約の締結（新港

　東ふ頭ヤード整備工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽都市公園の設置（小束山手中公園ほか）

  ［建設局公園部管理課］

▽開発行為に関する工事の完了（兵庫区会下

　山町３丁目）  　［都市局指導課］

▽大規模小売店舗立地法第６条第１項による

　届出（イオンジェームス山店）

 　　　　［経済観光局経済政策課］

▽大規模小売店舗立地法第６条第１項による

　届出（神戸三田プレミアム・アウトレット）

 　　　　［経済観光局経済政策課］

▽大規模小売店舗立地法第６条第１項による

　届出（ＢＯＯＫＯＦＦ　ＳＵＰＥＲ　ＢＡＺＡＡＲ

　２号神戸長田）　［経済観光局経済政策課］

▽大規模小売店舗立地法第６条第５項による

　届出（ＢＯＯＫＯＦＦ　ＳＵＰＥＲ　ＢＡＺＡＡＲ

　２号神戸長田）　［経済観光局経済政策課］

▽大規模小売店舗立地法第６条第１項による

　届出（マックスバリュ長田南店）

 　　　　［経済観光局経済政策課］

▽大規模小売店舗立地法第６条第１項による

　届出（ショッピングプラザエスパ星陵台）

 　　　　［経済観光局経済政策課］

▽大規模小売店舗立地法第６条第１項による

　届出（マックスバリュ塩屋北店）

 　　　　［経済観光局経済政策課］

▽大規模小売店舗立地法第６条第１項による

　届出（大丸神戸店）

 　　　　［経済観光局経済政策課］

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］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（北（甲栄台３丁目他）配水管取替

　工事）  　　　［水道局配水課］

交   通   局

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（西神・山手線および北神線列車無

　線用ＬＣＸ敷設工事）　　［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（和田岬駅便所改修機械設備工事）

  　　　［交通局総務課］
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  告     示  

神戸市告示第５８２号

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規程により，次に掲げる施設に

係る使用料の徴収業務を委託したので，同条第２項の規定により告示する。

　　令和２年１１月６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　施設名及び受託者

２　委託期間

　　令和２年１０月１日から令和３年３月３１日まで

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第５８３号

　占用入札により決定した落札者が提出した入札占用計画の認定をしたため，道路法（昭和２７

年法律第１８０号）第３９条の５第２項の規定により告示する。

　令和２年１１月６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札占用計画の認定日

　　令和２年１０月１５日

２　認定の有効期間

　　１９年５ヶ月

３　道路の占用の場所

　　兵庫県道高速湾岸線住吉浜渡り線下

　　兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町３番１及び２番２

４　認定計画提出者

　　株式会社ＭＩＫＹフロンティア

　　兵庫県神戸市東灘区向洋町西６丁目２４

   

―――――――――――――――――

神戸市告示第５８８号

　神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和５８年４月条例第３
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号）第１１条第２項（同条例第１２条第２項において準用する場合を含む。）及び第２３条の２の規

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

告示する。

　　令和２年１１月２４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　三宮保管所及び湊町保管所

　　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

　　　　　（日曜日，祝日及び１２月２８日から１月４日を除く）

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表
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問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

兵庫区湊川町２丁目１番１２号

建設局中部建設事務所

電話　５１１－０５１５
令和２年１０月２日

台

台

５２

０

自転車

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

中央区小野浜町３番地先

三宮保管所

台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１０月６日

台

台

４４

０

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１０

０

自転車 

原動機付自転車

春日野道駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１０月１２日

台

台

１９

１

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域



令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５３６

令和２年１０月１５日

台

台

５１

３

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１０月２２日

台

台

３１

０

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１１

２

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１０月２８日

台

台

５８

０

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年１０月３０日

台

台

３８

０

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１１

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

春日野道駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１０月３１日
台

台

２８６

２

自転車 

原動機付自転車
中央区・兵庫区長期放置

令和２年１０月５日

台

台

４８

２

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

兵庫区湊町１丁目３５

湊町保管所

台

台

１４

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年１０月９日

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年１０月１４日

台

台

１８

０

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２１

０

自転車 

原動機付自転車

新開地駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２２

０

自転車 

原動機付自転車

湊川駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

８

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年１０月２０日

台

台

１９

０

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１２

０

自転車 

原動機付自転車

新開地駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２１

０

自転車 

原動機付自転車

湊川駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１０

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年１０月２９日
台

台

３５

０

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域



３５３７

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第５８９号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第５０条第１項の規定に基づいて，指定障害福祉サービス事業者に対して，

指定の取消し処分を行ったので，同法第５１条第４号の規定により告示する。

　　令和２年１１月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第５９０号

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

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

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

告示する。

　　令和２年１１月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　魚崎浜保管所及び稗原保管所

　　ア　月曜日から金曜日まで　　　　　午後３時から午後７時まで

　　イ　土曜日 　　　　　　　　　　午後１時から午後５時まで

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

令和２年１０月２９日

台

台

１３

１

自転車 

原動機付自転車

新開地駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１２

０

自転車 

原動機付自転車

湊川駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１２

０

自転車 

原動機付自転車

和田岬駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２４

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

サービスの種類指定取消し

年月日

事業者の主たる

事務所の所在地

事業者の名称事業所等の

所在地

事業所等の

名称

居宅介護，重度訪問

介護，同行援護，行

動援護

令和２年

１２月１日

神戸市東灘区深

江北町３丁目１０

－１２

有限会社コー

ズ

神戸市東灘区深

江北町３丁目１０

－１２

ひかりケアセ

ンター



 （日曜日，祝日及び１２月２８日から１月４日を除く）

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５３８

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

東灘区御影塚町２丁目２７番２０号

建設局東部建設事務所

電話　８５４－２１９１

令和２年１０月５日台

台

２５

３

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１０月７日台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１０

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１０月９日台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

阪急御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

２

２

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

新在家駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１０月１３日台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

魚崎駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域



３５３９ 令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１０月１５日台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

３

３

自転車 

原動機付自転車

阪急御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

７

２

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

灘駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

岩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

摩耶駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１０月１６日台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

甲南山手駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

１

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

５

１

自転車 

原動機付自転車

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

４

１

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１０月１９日台

台

１６

１

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

灘駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

５

３

自転車 

原動機付自転車

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

摩耶駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１０月２２日台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

１

自転車 

原動機付自転車

魚崎駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１０月２７日台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

灘駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域



―――――――――――――――――

神戸市告示第５９１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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造

  　　

―――――――――――――――――

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５４０

台

台

２６

３

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

新在家駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１０月２９日台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

阪急御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

４０

１

自転車 

原動機付自転車

灘区管内

自転車等長期放置

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

魚崎駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

２１

１

自転車 

原動機付自転車

東灘区管内

自転車等長期放置

指定年月日所在地名称

令和２年９月１４日神戸市灘区備後町３丁目１番２０号常岡内科クリニック

令和２年１０月１日神戸市垂水区学が丘４丁目１５番１５号かわかみ整形外科クリニック

令和２年１１月１日神戸市垂水区小束山本町３丁目１番２号やまがみ整形外科

令和２年１１月１日神戸市西区学園東町６丁目７番７号西神戸ホームケアクリニック

令和２年１１月１日神戸市灘区森後町２丁目３番１８号中村歯科医院

令和２年１０月１日神戸市垂水区舞子坂４丁目１番７号ハローデンタルクリニック

令和２年１０月１日神戸市垂水区小束山手２丁目２番１号　
ブランチ神戸おとなこども歯

科

令和２年６月１日神戸市東灘区住吉本町２丁目１３番１６号日本調剤　住吉駅前薬局

令和２年１０月１日神戸市長田区房王寺町３丁目６番１３号
薬局レオファーマシー朝日病

院前店



３５４１

神戸市告示第５９２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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第５９３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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第５９４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２４日

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

辞退年月日所在地名称

令和２年９月１０日神戸市東灘区鴨子ケ原３丁目１番６２号アルバ薬局　甲南病院前店

廃止年月日所在地名称

令和２年９月３０日神戸市東灘区本山南町８丁目６番２６号本山坂井瑠実クリニック

令和２年９月１３日神戸市灘区備後町３丁目１番５号常岡内科クリニック

令和２年９月３０日神戸市垂水区学が丘４丁目１５番１５号
木村整形外科リウマチクリニ

ック

令和２年９月３０日神戸市垂水区小束山手２丁目２番１号　
Ｂｒａｎｃｈ　ＫＯＢＥ

Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ

令和２年５月３１日神戸市東灘区住吉本町２丁目１３番１号日本調剤　住吉駅前薬局

令和２年１０月３１日神戸市兵庫区材木町１番４号兵庫中央薬局



     神戸市長　久　元　喜　造　

柔道整復師

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第５９５号

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

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

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

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

　　令和２年１１月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

はりきゅう師

―――――――――――――――――

神戸市告示第５９６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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５４２

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１１月１日神戸市垂水区神田町４番２９号高橋　史展さくまえ整骨院

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年１０月２４日
神戸市灘区深田町４丁目１番３９

号
片山　大洋鍼灸整骨院げんき堂

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１０日

神戸市中央区相

生町４丁目７番

１７号

株式会社アル

バ

神戸市東灘区鴨

子ケ原３丁目１

番６２号

アルバ薬局甲

南病院前店



３５４３

神戸市告示第５９７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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第５９８号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第２９条第１項の指定障害福祉サービス事業者の指定をしたので，同法第５１

条第１号の規定により告示する。

　　令和２年１１月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定障害福祉サービス事業者

　⑴　生活介護

　⑵　短期入所

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和２年

９月１３日

神戸市灘区備後

町３丁目１番５

号

常岡　武史神戸市灘区備後

町３丁目１番５

号

常岡内科クリ

ニック

指定年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称

令和２年

８月１日

神戸市中央区磯上通

３丁目１番３２号　こ

うべ市民福祉交流セ

ンター６階

中央区障害者支援セ

ンター

神戸市北区しあわせ

の村１番１３号

社会福祉法人明輪会

令和２年

９月１日

神戸市西区枝吉４丁

目８６番地１

デイサービスぱれっ

と

神戸市西区枝吉４丁

目８６番地１

ＮＰＯ法人ぱれっと

指定年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称



　⑶　就労移行支援

　⑷　就労継続支援（Ｂ型）

　⑸　就労定着支援

　⑹　共同生活援助

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５４４

令和２年

８月１日

神戸市中央区磯上通

３丁目１番３２号　こ

うべ市民福祉交流セ

ンター６階

中央区障害者支援セ

ンター

神戸市北区しあわせ

の村１番１３号

社会福祉法人明輪会

令和２年

１０月１日

神戸市北区道場町塩

田２７５２番地

光耀会クラブ短期入

所

三田市沢谷字小田

１２９７番地

社会福祉法人光耀会

指定年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称

令和２年

９月１日

神戸市中央区八幡通

４丁目１－１１　松竹

ビル２階

ＬＩＴＡＬＩＣＯワーク

ス三宮

東京都目黒区上目黒

２丁目１番１号

株式会社ＬＩＴＡＬＩ

ＣＯ

指定年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称

令和２年

１０月１日

神戸市中央区中町通

４丁目２番１１号　村

上ビル３階

就労移行支援事業所

あそライフ

神戸市中央区古湊通

１丁目２番１６号辻井

ビル１０１号

株式会社アソビゴエ

指定年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称

令和２年

９月１日

神戸市垂水区陸ノ町

７－１６

ｃａｆｅ　ｉｉｙｏ神戸市垂水区御霊町

６番１０号

社会福祉法人すいせ

い

令和２年

９月１日

神戸市西区伊川谷町

有瀬５１０－３

すみれくらぶ神戸市西区伊川谷町

有瀬５１０－３

合同会社ＵＳＣ

令和２年

１０月１日

神戸市垂水区向陽１

丁目４－８パインヒ

ル向陽１Ｆ

がじゅまる神戸市長田区若松町

３丁目３番２号ジェ

イグラン９０９号

特定非営利活動法人

　がじゅまる

令和２年

１０月１日

神戸市西区王塚台３

丁目１９

はっぴーナチュレ＋神戸市須磨区衣掛町

４丁目１番５号ワコ

ーレプラージュ須磨

３０５

一般社団法人　キャ

リアサポート研究所

指定年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称

令和２年

８月１日

神戸市北区北五葉１

丁目３－６

フルール西鈴蘭台神戸市西区玉津町水

谷字セリ合４００番地

７

社会福祉法人新緑福

祉会

令和２年

９月１日

神戸市垂水区舞子坂

３丁目１７－２　奥の

池ハイム１１２号

グループホーム　

Ｌｅａ

明石市藤江１８０７番地株式会社

Ｍａｎａ　Ｌｅａ



３５４５

―――――――――――――――――

神戸市告示第５９９号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第５１条の１４第１項の指定一般相談支援事業者の指定をしたので，同法第５１

条の３０第１項第１号の規定により告示する。

　　令和２年１１月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定一般相談支援事業者

　⑴　地域移行支援

　⑵　地域定着支援

―――――――――――――――――

神戸市告示第６００号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第１号の指定特定相談支援事業者の指定をしたので，同

法第５１条の３０第２項第１号の規定により告示する。

　　令和２年１１月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定特定相談支援事業者

　⑴　計画相談支援

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

指定年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称

令和２年

８月１日

神戸市中央区磯上通

３丁目１番３２号　こ

うべ市民福祉交流セ

ンター

いそがみ障害者地域

生活支援センター

神戸市中央区磯上通

３丁目１番３２号　こ

うべ市民福祉交流セ

ンター

社会福祉法人　神戸

市社会福祉協議会

指定年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称

令和２年

８月１日

神戸市中央区磯上通

３丁目１番３２号　こ

うべ市民福祉交流セ

ンター

いそがみ障害者地域

生活支援センター

神戸市中央区磯上通

３丁目１番３２号　こ

うべ市民福祉交流セ

ンター

社会福祉法人　神戸

市社会福祉協議会

指定年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称

令和２年

８月１日

神戸市中央区磯上通

３丁目１番３２号　こ

うべ市民福祉交流セ

ンター

いそがみ障害者地域

生活支援センター

神戸市中央区磯上通

３丁目１番３２号　こ

うべ市民福祉交流セ

ンター

社会福祉法人　神戸

市社会福祉協議会



―――――――――――――――――

神戸市告示第６０１号  

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定による事業の廃止の届出があったため，同法第５１条第

２号の規定により告示する。

　　令和２年１１月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定障害福祉サービス事業者

　⑴　生活介護

　⑵　短期入所

　⑶　就労移行支援（一般型）

　⑷　就労継続支援（Ａ型）

　⑸　就労継続支援（Ｂ型）

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５４６

廃止年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称

令和２年

８月２６日

神戸市西区池上３丁

目３番２号

就労生活支援事業所

ステップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

廃止年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称

令和２年

８月３１日

神戸市北区藤原台北

町６丁目３番２号

ＪＵＳＴ（いい・か

げん）

大阪府大阪市平野区

長吉出戸５丁目２番

２４号

株式会社コージーケ

ア

廃止年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称

令和２年

９月３０日

神戸市西区曙町１０７０万寿の家障害者短期

入所事業所

神戸市西区曙町１０７０社会福祉法人兵庫県

社会福祉事業団

廃止年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称

令和２年

１０月３１日

神戸市西区南別府１

丁目１５番１号

あいりす神戸市西区南別府１

丁目１５番１号

合同会社あいりす

廃止年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称

令和２年

８月２６日

神戸市西区池上３丁

目３番２号

就労生活支援事業所

ステップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

令和２年

８月３１日

神戸市須磨区離宮前

町１丁目１番２９号

ホーリースカイ神戸市須磨区須磨本

町１丁目１番６号

社会福祉法人しん

じゅ

令和２年神戸市西区王塚台３ナチュレ神戸神戸市西区王塚台３特定非営利活動法人



３５４７

―――――――――――――――――

神戸市告示第６０２号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第５１条の２５第４項の規定による事業の廃止の届出があったため，同法第５１

条の３０第２項第２号の規定により告示する。

　　令和２年１１月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定特定相談支援事業者

　⑴　計画相談支援

―――――――――――――――――

神戸市告示第６０３号

　次の事業者について，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の指定障

害児通所支援事業者の指定をしたので，同法第２１条の５の２５第１号の規定により告示する。

　　令和２年１１月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定障害児通所支援事業者

　⑴　児童発達支援（児童発達支援センターを除く）

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

指定年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称

令和２年

８月１日

神戸市北区有野町有

野９２４－２吉岡ビル

２０３号室

ハイ・にこ・ポン　

ｙｙ有野

神戸市北区藤原台南

町３丁目９番１２号

一般社団法人神戸総

合支援センター

ｈｅａｒｔ

令和２年

８月１日

神戸市西区押部谷町

福住６２８－１３４　１階

かけはし神戸市西区月が丘４

丁目９番地の２

合同会社うぃる

令和２年

９月１日

神戸市中央区国香通

５丁目２番３０号国香

レジデンス１階

はなうたキッズハウ

ス

神戸市中央区磯辺通

２丁目２番１０号

ｏｎｅ ｋｎｏｔ ｔｒａｄｅｓ

株式会社

令和２年

９月１日

神戸市須磨区友が丘

３丁目１１２番２号

北須磨キッズ神戸市須磨区友が丘

３丁目１０７番地

社会福祉法人北須磨

保育センター

９月３０日丁目１９丁目１９ソーシャルサポート

センターひょうご

廃止年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称

令和２年

９月１０日

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

相談支援事業所ス

テップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院



　⑵　放課後等デイサービス

―――――――――――――――――

神戸市告示第６０４号

　次の事業者について，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号の指定

障害児相談支援事業者の指定をしたので，同法第２４条の３７第１号の規定により告示する。

　　令和２年１１月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　指定障害児相談支援事業者

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５４８

令和２年

９月１日

神戸市西区北別府４

丁目１３番７号

わかば西神戸神戸市西区森友４丁

目９３番２号

特定非営利活動法人

ソーシャルサポート

センターひょうご

令和２年

９月１日

神戸市西区竹の台２

丁目３番３号

そらいろぴっぴ神戸市西区竹の台６

丁目１番地の１，１Ｆ

特定非営利活動法人

ぴっぴ

指定年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称

令和２年

８月１日

神戸市北区有野町有

野９２４－２吉岡ビル

２０３号室

ハイ・にこ・ポン　

ｙｙ有野

神戸市北区藤原台南

町３丁目９番１２号

一般社団法人神戸総

合支援センターｈｅａ

ｒｔ

令和２年

８月１日

神戸市中央区琴ノ緒

町１丁目４番４号

しょうせい式放課後

等デイサービス　ぷ

りん

芦屋市船戸町３番２５

号

株式会社翔聖

令和２年

８月１日

神戸市西区押部谷町

福住６２８－１３４　１階

かけはし神戸市西区月が丘４

丁目９番地の２

合同会社うぃる

令和２年

９月１日

神戸市中央区国香通

５丁目２－３０国香レ

ジデンス１階

はなうたキッズハウ

ス

神戸市中央区磯辺通

２丁目２番１０号

ｏｎｅ ｋｎｏｔ ｔｒａｄｅｓ

株式会社

令和２年

９月１日

神戸市北区緑町２丁

目１７番１３号

よつばハーモニー　

山の街

神戸市北区山田町坂

本字雫谷８３

よつばハーモニー合

同会社

令和２年

９月１日

神戸市垂水区舞子坂

４ 丁 目 １ － ７ －

２０２，２０４

療育支援　あおぞら

プラス

神戸市垂水区名谷町

字堂面８１７番地１

一般社団法人　ライ

フカラーサポート

令和２年

１０月１日

神戸市須磨区大田町

２丁目２番１号

ＦＡＭ板宿教室神戸市須磨区大田町

２丁目２番１号

株式会社ｆａｍ

指定年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称

令和２年

８月１日

神戸市中央区磯上通

３丁目１番３２号　こ

うべ市民福祉交流セ

ンター

いそがみ障害地域生

活支援センター

神戸市中央区磯上通

３丁目１番３２号　こ

うべ市民福祉交流セ

ンター

社会福祉法人　神戸

市社会福祉協議会



３５４９

―――――――――――――――――

神戸市告示第６０５号

　次の事業者について，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２０第４項の規定に

よる事業の廃止の届出があったため，同法第２１条の５の２５第２号の規定により告示する。

　　令和２年１１月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　指定障害児通所支援事業者

　⑴　児童発達支援（児童発達支援センター以外）

　⑵　放課後等デイサービス

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

廃止年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称

令和２年

８月２６日

神戸市西区池上３丁

目３番２号

伊川谷児童デイサー

ビスステップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

令和２年

８月２６日

神戸市西区池上４丁

目１３番７号１Ｆ

伊川谷第三デイサー

ビスステップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

令和２年

８月２６日

神戸市西区池上２丁

目３５番２号

伊川谷第二デイサー

ビスステップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

令和２年

８月２６日

神戸市垂水区舞子坂

４丁目１番１７号２１２０

舞子坂児童デイサー

ビスステップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

令和２年

８月２６日

神戸市西区糀台５丁

目６番３号西神オリ

エンタルホテル５階

西神オリエンタル児

童デイサービスス

テップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

令和２年

８月２６日

神戸市須磨区中落合

２丁目２番８号　ワ

コーレ須磨名谷ス

テーションマークス

１階

名谷児童デイサービ

スステップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

令和２年

８月３１日

神戸市中央区国香通

５丁目２番３０号国香

レジデンス１階

はなうたキッズハウ

ス

神戸市中央区磯辺通

２丁目２番１０号ワン

ノットトレーズビル

株式会社あおやまラ

イフクリエイト

廃止年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称

令和２年

８月２６日

神戸市西区池上３丁

目３番２号

伊川谷児童デイサー

ビスステップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

令和２年

８月２６日

神戸市西区池上４丁

目１３番７号１Ｆ

伊川谷第三デイサー

ビスステップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

一般社団法人未来こ

ども学院



―――――――――――――――――

神戸市告示第６０６号

　次の事業者について，児童福祉法第２４条の３２第２項の規定による事業の廃止の届出があった

ため，同法第２４条の３７第２号の規定により告示する。

　　令和２年１１月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定障害児相談支援事業者

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５５０

タクエスタ北棟４Ｆ

令和２年

８月２６日

神戸市西区池上２丁

目３５番２号

伊川谷第二デイサー

ビスステップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

令和２年

８月２６日

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号　ア

スタクエスタ北棟４

Ｆ

新長田児童デイサー

ビスステップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

令和２年

８月２６日

神戸市西区糀台５丁

目６番３号西神オリ

エンタルホテル５階

西神オリエンタル児

童デイサービスステ

ップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

令和２年

８月２６日

神戸市長田区御屋敷

通４丁目３番９号

２０２

西代児童デイサービ

スステップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

令和２年

８月２６日

神戸市垂水区舞子坂

４丁目１番１７号２１２０

舞子坂児童デイサー

ビスステップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

令和２年

８月２６日

神戸市垂水区本多聞

２丁目２９番６号パラ

ジオ多聞５０１号

舞子児童デイサービ

スステップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

令和２年

８月２６日

神戸市兵庫区駅前通

１丁目３番１４号

ブリックシャトー兵

庫２０１号

兵庫児童デイサービ

スステップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

令和２年

８月２６日

神戸市須磨区中落合

２丁目２番８　

ワコーレ須磨名谷ス

テーションマークス

１階

名谷児童デイサービ

スステップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

令和２年

８月３１日

神戸市中央区国香通

５丁目２番３０号国香

レジデンス１階

はなうたキッズハウ

ス

神戸市中央区磯辺通

２丁目２番１０号ワン

ノットトレーズビル

株式会社あおやまラ

イフクリエイト

廃止年月日事業所の所在地事業所の名称主たる事務所の

所在地

設置者の名称



３５５１

―――――――――――――――――

神戸市告示第６０７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２５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１２月８日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年１１月２４日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

 

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

令和２年

９月１０日

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

相談支援事業所

ステップ

神戸市長田区若松町

４丁目４番１０号アス

タクエスタ北棟４Ｆ

一般社団法人未来こ

ども学院

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　　４．００

最小　　２．２０

２９．４０新神戸市北区有野町有野字福

谷口３４２８番２地先から

神戸市北区有野町有野字福

谷口３４２８番２地先まで

有野町合併第

７６号線

市道

最大　　１．８０

最小　　１．１０

２９．４０旧

最大　　５．６０

最小　　５．４０

４３．７０新神戸市北区有野町有野字下

ン所３４２９番１地先から

神戸市北区有野町有野字下

ン所３４２９番１地先まで

有野町合併第

３５号線

市道

最大　　５．２０

最小　　４．８０

４３．７０旧

３．００２５．８０新神戸市北区有野町有野字下

ン所３４２９番１地先から

神戸市北区有野町有野字下

ン所３４２９番１地先まで

有野里３３号線市道

２．００２５．８０旧



  公     告  

神戸市公告第８１１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１１月６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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５５２

神戸文化ホール大・中ホール舞台音響設備改修工事工 事 名

神戸市中央区楠町４丁目２―２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１６日完成期限

神戸文化ホール大・中ホールの舞台音響設備改修工事　一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

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

ホール（収容人員４００人程度以上）において，舞台音響設備を新規設置

又は更新する工事を，元請として平成１７年度以降に完成させた実績があ

ること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　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

その他



３５５３

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５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１１月６日（金）～１１月１３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１６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月１７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１１月１８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



　　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８１２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１１月６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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５５４

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

鈴蘭台処理場　分場生汚泥移送ポンプ他更新工事工 事 名

神戸市兵庫区烏原町譲原　鈴蘭台処理場内工事場所

令和３年３月１０日完成期限

本工事は鈴蘭台処理場の分場生汚泥移送ポンプ他設備の更新を行うものである。

分場生汚泥移送ポンプ他更新工・・・１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可建設業の許可

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

その他



３５５５

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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５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。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年１１月６日（金）～１１月１３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１６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月１７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１１月１８日（水）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８１３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１１月６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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５５６

　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

櫨谷川（福谷工区）取水施設改修工事その２工 事 名

神戸市西区櫨谷町福谷工事場所

令和３年３月３１日完成期限

深井戸補強工　１式，深井戸ポンプ設備工　１式，揚水試験　１式，

付帯工　１式，仮設工　１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態



３５５７

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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

さく井工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において，「さく井」を登録業

種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　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１１月６日（金）～１１月１３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



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８１４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１１月６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５５８

第１日目　令和２年１１月１６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月１７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

契約監理課提出場所

令和２年１１月１８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



３５５９

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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

環境保健研究所４階他機械設備改修工事工 事 名

神戸市中央区港島中町４丁目６番５号工事場所

令和３年３月１９日完成期限

４階既設空調換気設備の更新及び更新に伴う機器設備工事，ダクト設備工事，

配管設備工事，天井改修工事，電気設備工事。

４，５階給排水給湯配管，一部衛生器具の更新及び更新に伴うガス設備工事。

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

管工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

管一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

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

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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５６０

　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１１月６日（金）～１１月１３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１６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月１７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１１月１８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



３５６１

　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８１５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１１月６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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５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

桃山台中学校他６校体育館空調設備工事工 事 名

桃山台中学校：垂水区桃山台４－８

垂水東中学校：垂水区青山台３－４－１

福田中学校：垂水区名谷町字猿倉２５４

垂水中学校：垂水区上高丸１－４－１

歌敷山中学校：垂水区歌敷山２－４－１

多聞東中学校：垂水区学が丘３－１－１

本多聞中学校：垂水区本多聞２－１６－１

工事場所

令和３年３月１５日完成期限

桃山台中学校他６校の体育館に空調設備を新設する一切の工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月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



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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５６２

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年１１月６日（金）～１１月１３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１６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月１７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



３５６３

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８１６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１１月６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

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

六甲アイランドグラウンド照明設備工事工 事 名

神戸市東灘区向洋町中４丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

六甲アイランドグラウンドの照明設備工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

令和２年１１月１８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



　　（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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５６４

令和２年１１月６日（金）～１１月１３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

受付期間

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



３５６５

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８１７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１１月６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

第１日目　令和２年１１月１６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月１７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１１月１８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

　後８時）

契約監理課提出場所



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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５６６

市民防災総合センター土間他改修工事工 事 名

神戸市北区ひよどり北町３－１工事場所

令和３年３月１９日完成期限

本館土間改修，航空隊庁舎階段及び擁壁改修，特殊車両庫外構舗装改修，グラ

ウンド消防訓練機材用土間新設，整備工場棟シャッター更新，補助訓練棟メモ

リ板及び登はん訓練板張替工事

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

その他



３５６７

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法　

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年１１月６日（金）～１１月１３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１６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月１７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１１月１８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



　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８１８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１１月６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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５６８

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

住吉南町４丁目地区合流管改築工事工 事 名

神戸市東灘区住吉南町４丁目工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

管きょ工（開削）Ｋ１φ４５０　Ｌ＝７４．０ｍ，　マンホール工　１式，

取付菅及びます工　１式，　付帯工　１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行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

その他



３５６９

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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５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１１月６日（金）～１１月１３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１６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月１７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１１月１８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８１９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１１月６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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５７０

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

六甲最高峰遊歩道整備工事（その２）工 事 名

神戸市北区有馬町字六甲山１９１３―２工事場所

令和３年２月２６日完成期限

ＰＣ擬木板柵土留工　２２５ｍ，ＰＣ擬木階段工　１５５段，　真砂土舗装工　２３０㎡，

ＰＣ擬木標識　４基
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

造園工事業に係る建設業の許可建設業の許可

造園一般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



３５７１

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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５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１１月６日（金）～１１月１３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１６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月１７日（火）午前９時～午後３時
日　　時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について方　　法



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第８２０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１１月６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５７２

「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１１月１８日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

神戸港港湾幹線道路橋脚等電気防食装置更新工事工 事 名

灘浜大橋，六甲大橋工事場所

令和３年３月３１日完成期限

犠牲陽極設置　１４７個工事概要



３５７３

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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

⑴　平成３０年１０月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１１月６日（金）～１１月１７日（火）受付期間



６　入札の日時及び方法　

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５７４

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

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１１月１８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月１９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２０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



３５７５

神戸市公告第８２１号

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

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

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

において準用する同法第１２条第１項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１１月６日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

別図は省略する

―――――――――――――――――

神戸市公告第８２２号

　神戸市立中学校給食調理等業務について，次のとおり公募型プロポーザルの参加者を募集し

ますので公告します。

　　令和２年１１月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　業務内容

　⑴　件名

　　　神戸市立中学校給食調理等業務委託

　⑵　目的

　　　令和２年度末で契約満了となる神戸市中学校給食の調理等業務について，令和３年度よ

　　り３ヵ年の契約を行うため，公募型プロポーザルを実施します。

　⑶　委託業務の概要

　　ア　給食用食品の受領，検収及び保管

　　イ　給食調理及びランチボックスへの盛付け

　　ウ　ランチボックス等の学級単位の仕分け

　　エ　ランチボックス等の配送

　　オ　配膳

　　カ　配膳室の安全・衛生管理

　　キ　ランチボックス等の回収，洗浄，消毒及び保管

　　ク　廃棄物等の処理

　　ケ　温かい給食の提供

　　コ　上記業務に付帯するその他必要な業務

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

変更内容
土地の表示

面積地番字町区市

農業用施設用地に

用途区分を変更す

る

１，１０９のうち

１９８㎡
１０２番佃井東櫨谷町長谷西神戸



　⑷　契約期間

　　　令和３年４月１日より令和６年３月３１日まで

２　参加申込資格

　　次に掲げる全ての要件を満たしていることとします。（※１）

　⑴　単体企業の場合

　　ア　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していないこと。

　　イ　事業者及びその代表者が，直近１年間の国税及び地方税について滞納していないこと。

　　ウ　神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第５条各号に該当する団体でな

　　　いこと

　　エ　神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）による指名停止措置を受けて

　　　いないこと。また，他の地方自治体若しくは国から競争入札に係る指名停止措置を受け

　　　ていないこと。

　　オ　調理施設が神戸市内又は近隣の市町村に存する（立地予定を含む。）こと。

　　カ　現在，学校給食（※２）又は特定の人を対象とする集団給食事業（※３）を営んでい

　　　ること。

　　キ　食品衛生法第５２条に規定する「飲食業営業の許可」を受けていること。

　　ク　食品衛生監視票の採点が８０点以上であること。

　　ケ　過去３年の間に，食品衛生に関し営業禁停止処分を受ける等，重大な事故を起こして

　　　いないこと。ただし，当該処分後の対応，改善策に関する書面等により，適正な食品衛

　　　生対応の確認ができる場合を除く。

　　コ　経営状況が窮境にある者（会社更生法に基づく更生手続き開始の決定がされている者

　　　及び民事再生法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。

　　　　※１　基準日は「プロポーザル参加申込及び参加審査申請書」の提出日とする。但し，

　　　　申請書の提出日以降に，「２　参加申込資格」に掲げる資格要件を満たさなくなった

　　　　ときは参加資格を喪失する。

　　　　※２　学校給食法第３条に規定する，義務教育諸学校において，その児童又は生徒に

　　　　対し実施される給食をいう。

　　　　※３　同一メニューを１回３００食以上又は１日７５０食以上提供する事業をいう（厚生労

　　　　働省の大量調理施設衛生管理マニュアルの適用を受ける給食事業）。

　⑵　共同企業体の場合

　　　上記⑴のアイウエ及びケコに掲げる要件を全て満たす構成員により結成されたものとし，

　　その結成方法は，２社又は３社による自主結成とし，共同企業体協定書を締結しているこ

　　ととします。

　　　なお，代表事業者を１社決めることとし，本市との連絡は代表事業者が行います。

　　　また，次に掲げる要件を全て満たすこととします。

　　ア　構成員の出資比率は，次のとおりとすること。（出資比率型でない共同企業体の場合

　　　は，分担業務の比率が下記に準じること。）

　　　（ア）２社の場合　３０パーセント以上

　　　（イ）３社の場合　２０パーセント以上

　　イ　代表事業者の出資比率は，構成員中最大とすること。（出資比率型でない共同企業体

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５７６
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　　　の場合は，分担業務比率が構成員中最大とすること。）

　　ウ　構成員のうち，１社以上は上記⑴のオカキ及びクを満たすこと。

　　エ　構成員は，他の共同企業体の構成員以外で構成すること，また，当該構成員は，単独

　　　で本プロポーザルに参加していないこと。

　　オ　単体企業で参加資格を得た者が，その後代表事業者となり，提案書の提出期限までに

　　　上記の要件を満たす共同企業体を結成し，「３　プロポーザル参加資格審査申請」⑴エ

　　　の提出書類を提出した場合は，これを認めるものとする。

３　プロポーザル参加資格審査申請

　⑴　前述２の要件を満たしている者で，本プロポーザルに参加を希望する者は，次によりプ

　　ロポーザル参加申込及び参加資格審査の申請を行うこととします。

　　ア　提出期間

 令和２年１１月２４日（火）から令和２年１１月３０日（月）まで（土曜日，日曜日及び祝日

　　　を除く毎日，午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

　　イ　提出方法

　　　　持参又は郵送・宅配とします。郵送・宅配の場合は，書留等受取記録が残る方法にて

　　　上記アの指定時間内に下記ウの指定する場所に必着とし，持参，郵送・宅配とも事前に

　　　下記ウへ電話連絡をしてください。

　　ウ　提出場所

　　　　神戸市中央区東川崎町１丁目３番３号（郵便番号　６５０－００４４）

 神戸ハーバーランドセンタービル　ハーバーセンター４階

 神戸市教育委員会事務局学校支援部健康教育課（電話番号　０７８－９８４－０７００）

　　エ　提出書類（各１部）

　　　　既に神戸市契約規則第３条の２により有効な資格認定を受けている場合は下記形渓畦

　　　の提出を省略することができます。

　　　契　プロポーザル参加申込兼資格審査申請書（様式１）

　　　形　法人登記簿謄本（令和２年４月１日以降に発行された正本）

　　　径　代表者印鑑登録証明書（令和２年４月１日以降に発行された正本）

　　　恵　委任状及び使用印鑑届（代表者以外の者が申請する場合のみ）（様式１－２）

　　　慶　定款，寄付行為，規約又はこれらに類する書類

　　　慧　事業経歴書（直近事業年度までの経歴・沿革を記載）（様式２）

　　　憩　業績報告書（様式３）

　　　掲　飲食業営業の許可書の写し

　　　携　直近１年以内の食品衛生監視票

　　　敬　財務状況に関する以下の書類

 　・直近３ヵ年分の貸借対照表

 　・直近３ヵ年分の損益計算書又は収支計算書

　　　景　敬に係る財務監査資料（公認会計士・監査法人の監査報告書及び決算報告書に係る

　　　　附属明細書）

　　　桂　資本関係・人的関係調書（様式４）

　　　渓　国税の納税証明書（「その３の３」法人税と消費税及び地方消費税に未納の税額が
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 ないことの証明用）（令和２年４月１日以降に発行された正本）

　　　畦　地方税に関する誓約書兼神戸市税に関する調査に対する承諾書（様式５）

　　　稽　神戸市内に支店・営業所等がある場合は，その法人市県民税の納税証明書

　　　系　暴力団等の排除に関する誓約書（様式６）

　　　経　プロポーザル参加資格確認書（様式７）

　　　継　共同企業体での参加を希望する者は，共同企業体結成届出書（様式８），共同企業

　　　　体協定書（原本証明した写し）（任意様式）

　　オ　参加資格の審査及び通知

 プロポーザル参加資格は提出された書類により審査し，その結果は審査終了次第，随

　　　時通知します。参加資格がないと認定された者には，前記通知にその理由を示します。

　⑵　プロポーザル参加資格の喪失

　　　プロポーザル参加資格の確認結果の通知後，プロポーザル参加資格を有することの確認

　　を受けた者が，次のいずれかに該当するときは，当該本プロポーザルに参加することがで

　　きません。

　　ア　２の資格要件を満たさなくなったとき。

　　イ　３の⑴エに定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。

４　公募型プロポーザル実施要領，業務委託仕様書の配布期間，配布方法

　⑴　配布期間

　　　令和２年１１月１０日（火）から令和２年１１月３０日（月）

　⑵　配布方法

　　　上記の交付期間に神戸市のホームページにて掲載します。

　　　提出書類の様式については各自でダウンロード及び印刷を行ってください。

５　参加資格・実施要領等に係る質問および回答

　⑴　プロポーザル参加資格・実施要領・委託仕様書等の内容に関する質問がある場合は，以

　　下の要領にて質問書を提出してください。

　　ア　提出期限

 令和２年１２月７日（月）午後５時まで

　　イ　提出方法

　　　　質問書（様式９）に記入して，電子メールにて提出すること。また，到着確認の電話

　　　連絡を行うこと。（土曜日，日曜日及び祝日を除く毎日，午前９時から正午まで及び午

　　　後１時から午後５時まで）。

　　ウ　電子メールのタイトル

 参加資格，実施要領に関する質問は「神戸市立中学校給食調理等業務委託（資格・実

　　　施要領）【事業者名】」とすること。

 委託仕様書，提案書等に関する質問は「神戸市立中学校給食調理等業務委託（仕様書

　　　等）【事業者名】」とすること。

　　エ　質問の提出先

　　　　電子メール　mskyusyoku@office.city.kobe.lg.jp

　　オ　質問の到着確認に関する問い合わせ先

 上記３⑴ウへ問い合わせること。

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５７８



３５７９

　⑵　回答の公表

　　　質問に対する回答方法として，参加資格及び実施要領（選定基準に関することを除く）

　　に関する質問については，随時回答を行うものとします。また，委託仕様書及び提案書等

　　の質問については，令和２年１２月１０日（木）までに，プロポーザル参加者に対し，質問提

　　出期間内に受領した質問内容及び回答を順次，電子メールにて送信するものとします。

　　　なお，質問した業者名は公表しません。また，参加資格等に関する質問については，原

　　則として公表しないものとします。

６　選定

　⑴　選考方法・審査基準

　　　応募事業者から提出される提案書，見積書等を踏まえ，審査委員会を開催し，本市の審

　　査基準評価の高い事業者から「提供可能食数」を基に，受託ブロックを決定します。審査

　　項目や内容，配点は下表の通りです。

　　　なお，別途設定する最低基準点を下回り，応募事業者が受託事業者として求められる水

　　準に達していないと判断される場合は，当該事業者は失格とします。

　　　また，契約候補者として選考する事業者がないブロックが生じた場合には，本プロポー

　　ザルの参加資格を満たし，評価点が高い事業者から順に，当該ブロックが受託可能か交渉

　　を行います。　
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内容審査項目

法人等の財務状況に関する書類，定款，寄付行為，規約，

設立趣意書，事業内容，パンフレット，活動拠点（本社，

調理場等の所在地）

応募事業者に関する項目

２０点

①　学校給食調理等業務の受託に対する考え方・抱負給食調理等業務に関する項目

７５点 ②　調理施設・設備，供給能力

③　給食調理体制

　　・組織図

　　・社員の雇用形態・配置計画・勤務体制

　　・資格者一覧

　　・調理員等の資質維持向上のための方策

④　衛生管理・危機管理体制

　　・献立に応じた作業工程表等の作成プロセス

　　・異物混入や食中毒予防の具体的な方策

　　・調理従事者等の健康管理，衛生教育

　　・緊急事態への対応・支援を期待できる協力体制

⑤　配送体制

　　・各学校への配送計画・配送時間，配送に係る安全対

　　　策

⑥　温かい給食の提供に向けた事業提案



　⑵　契約締結までの主な日程

　　ア　実施要領等の配布期限　　　　　　　令和２年１１月３０日（月）

　　イ　参加資格申請手続きの期限　　　　　令和２年１１月３０日（月）

　　ウ　実施要領等に関する質問の提出期限　令和２年１２月７日（月）

　　エ　ウへの回答期限　　　　　　　　　　令和２年１２月１０日（木）

　　オ　提案書の提出期限　　　　　　　　　令和２年１２月２２日（火）

　　カ　ヒアリング・審査委員会　　　　　　令和２年１２月２３日（水）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～令和３年１月８日（金）の間

　　キ　選定結果の通知・公表　　　　　　　令和３年１月中旬頃

７　その他

　⑴　費用及び提出書類の取扱い

　　ア　本提案に係る費用は，提案者の負担とします。

　　イ　提出された書類は返還しません。

 また，本市は，これらの書類を神戸市情報公開条例に基づき，同条例で非公開とされ

　　　るものを除き，公開することがあります。

　　ウ　本市は提出された参加資格確認申請書等，提案書等を参加資格確認審査，提案審査以

　　　外の目的で，プロポーザル参加者に無断で使用しません。

　　エ　提出された参加資格確認申請書等，提案書等の変更，差し替え若しくは再提出は認め

　　　ません。

　　オ　提案書等の著作権は提案者に帰属します。提案内容に含まれる特許権，実用新案権，

　　　意匠権，商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となって

　　　いるものを使用した結果生じた責任については，提案者が負うものとします。

　⑵　本市からの提示資料の取り扱い

　　　本市が提供する資料は，本プロポーザルに係る検討以外の目的で使用することはできま

　　せん。

―――――――――――――――――

神戸市公告第８２６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１１月１１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項
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　　・ランチボックス方式の給食の提供における効果的・

　　　効率的な「温かい給食」の提供に向けた工夫にかか

　　　る事業提案

提案価格　　　　　　　５点

合計　　　　　　 　　１００点



３５８１

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
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鈴蘭台処理場　低段最初沈殿池スカム移送ポンプ他更新工事工 事 名

神戸市兵庫区烏原町譲原　鈴蘭台処理場内工事場所

令和３年３月19日完成期限

本工事は鈴蘭台処理場の低段最初沈殿池スカム移送ポンプ他設備の更新を行う

ものである。

低段最初沈殿池スカム移送ポンプ他更新工・・・１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可建設業の許可

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



　　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。
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令和２年１１月１１日（水）～１１月１７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１１月１８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月１９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２０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
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―――――――――――――――――

神戸市公告第８２７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１１月１１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

その他

平磯海づり公園釣台日除けテント改修工事その１工 事 名

神戸市垂水区平磯１丁目１－６６工事場所

令和３年３月１２日完成期限

日除けテントの撤去・新設工事工事概要

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



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法　

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５８４

※　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１１月１１日（水）～１１月１７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１１月１８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月１９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２０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



３５８５

　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８２８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１１月１１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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５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

北神戸田園スポーツ公園体育館空調設備改修工事工 事 名

神戸市北区有野町二郎７５３－１工事場所

令和３年３月１９日完成期限

北神戸田園スポーツ公園体育館のガスエンジンヒートポンプ式エアコンを更新

する一切の工事
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

その他



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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５８６

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年１１月１１日（水）～１１月１７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１１月１８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月１９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



３５８７

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８２９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１１月１１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

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

令和２年１１月２０日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年度西管内道路照明灯建替工事工 事 名

神戸市西区管内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

道路照明灯設置工　２０基　　道路照明灯撤去工　２０基

（照明器具１６基は既設流用，４基は新設）（配線材は再利用）
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



　　（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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５８８

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

令和２年１１月１１日（水）～１１月１７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

受付期間



３５８９

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８３０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１１月１１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５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

　後８時）

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１１月１８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月１９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２０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



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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５９０

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

その他

雲雀丘中学校他４校体育館空調設備工事工 事 名

神戸市長田区雲雀丘１丁目１―１他工事場所

令和３年３月１５日完成期限

各中学校体育館へ空調設備を新設する機械設備工事，電気設備工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



３５９１

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

令和２年１１月２０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

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年１１月１１日（水）～１１月１７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１１月１８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月１９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



　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８３１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１１月１１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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５９２

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

離宮公園レストハウス屋上防水改修他工事工 事 名

神戸市須磨区東須磨１－１　離宮公園内レストハウス・潮見台休憩所工事場所

令和３年３月１９日完成期限

レストハウス屋上及びアーケード屋根の防水改修　

潮見台休憩所の金属屋根改修（防水材塗り，一部葺替え）
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

防水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「防水」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

その他



３５９３

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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

　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１１月２０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１１月１１日（水）～１１月１７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１１月１８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月１９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



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８３２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１１月１１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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５９４

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

令和２年度平荘大久保線段差解消工事工 事 名

神戸市西区大沢１丁目　他工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

交差点数　Ｎ＝８箇所　

道路土工１式，排水構造物工１式，構造物撤去工１式，縁石工，舗装工１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

土木Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級



３５９５

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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５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１１月１１日（水）～１１月１７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１１月１８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月１９日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について方 法



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第８３３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１１月１１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５９６

令和２年１１月２０日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　「取止め通知書」

方　　法

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

深江南町公園施設改修工事工 事 名

神戸市東灘区深江南町１丁目工事場所

令和３年２月２６日完成期限

インターロッキングブロック舗装　６７㎡，　真砂土敷均し工　１６０㎡，工事概要



３５９７

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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

縁石ブロック　９１ｍ，２連ブランコ　１基，　複合遊具　１基，

水飲み台　１基，　鉄柵工　４．９ｍ，　シェルター　１基，　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，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

造園工事業に係る建設業の許可建設業の許可

造園一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において，有効な神戸市工

事請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他



　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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３５９８

令和２年１１月２０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１１月１１日（水）～１１月１７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１１月１８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月１９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



３５９９

神戸市公告第８３４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１１月１１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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

湊川ポンプ場　２・３号雨水ポンプ機械設備工事工 事 名

神戸市兵庫区湊川町１－１　湊川ポンプ場内工事場所

令和４年３月３１日完成期限

本工事は，湊川ポンプ場内に雨水ポンプ機械設備の設置を行うものである。

雨水ポンプ機械設備工・・・１式
工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。
前 払 金

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

単独企業形態

機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　下水道法上の終末処理場又はポンプ場において，揚水量が７７㎥ ／min 

／台以上の立軸斜流ポンプを新設又は更新する工事を元請として平成１７

年度以降に完成させた実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６００

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年１１月２７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１１月１１日（水）～１１月２４日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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



３６０１

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８３５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１１月１１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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５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

青陽東養護学校外壁改修他工事工 事 名

神戸市灘区岩屋北町６丁目１－１工事場所

令和３年３月３１日完成期限

屋上防水改修工事　１式，外壁改修工事　１式，建具改修工事　１式，

塗装改修工事　１式，金属屋根改修工事　１式，

上記に伴う設備工事　１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可



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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６０２

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級　

建築一般の総合点数が１，０３０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年１１月１１日（水）～１１月２４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

受付期間



３６０３

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８３６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１１月１１日

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

令和２年１１月２７日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

　後８時）

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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



     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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６０４

西消防署西神南出張所（仮称）新築電気設備工事工 事 名

神戸市西区室谷２丁目１２番３号（神戸ハイテクパーク内）工事場所

令和３年１０月１５日完成期限

西消防署西神南出張所（仮称）新築工事に伴う電気設備工事一式工事概要

初年度に請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

電気一般Ａ

　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

その他



３６０５

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

　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１１月１１日（水）～１１月２４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１１月２７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

第１日目　令和２年１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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



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８３７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１１月１１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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６０６

新港第四突堤Ｑ２上屋止水板設置工事工 事 名

神戸市中央区新港町４－３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１０月２９日完成期限

止水板及び止水壁等設置工事，これに伴う取合躯体補修等工事他一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

建築一般の総合点数が９００点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

その他



３６０７

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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５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１１月１１日（水）～１１月２４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１１月２７日（金）午前１０時３０分日 時

第１日目　令和２年１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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



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８３８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１１月１１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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６０８

　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

御影塚町２丁目地区汚水管改築更新工事（その３）工 事 名

神戸市東灘区御影塚町２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

管きょ更生工　φ２００　Ｌ＝２６．３９ｍ，φ２５０　Ｌ＝３３５．１５ｍ，

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

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



３６０９

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

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。

　・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



４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

　　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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６１０

令和２年１１月１１日（水）～１１月２４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１１月２７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

第１日目　令和２年１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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



３６１１

―――――――――――――――――

神戸市公告第８３９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１１月１１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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

長田楠日尾線（楠町）電線共同溝整備工事（その２）工 事 名

神戸市中央区楠町３，７～８丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

電線共同溝　Ｌ＝１６０ｍ，　道路付属施設工（照明）　１式，　仮設工　１式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

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

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６１２

　　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１１月１１日（水）～１１月２０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２７日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

第１日目　令和２年１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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



３６１３

　　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８４０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１１月１１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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５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

市民広場歩道橋補修・照明施設改修工事工 事 名

神戸市中央区港島中町６丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

ＬＥＤ照明工　Ｎ＝１式，化粧板撤去工　Ｎ＝１式，橋梁塗装工　Ａ＝１，４５０㎡，

ガラス窓取替工　Ｎ＝１００枚
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

鋼構造物工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「橋梁」を登録業種と

していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の
その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６１４

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年１１月１１日（水）～１１月２４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１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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

方 法



３６１５

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８４１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１１月１１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

令和２年１１月２７日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

入札説明書等によります。

新港東ふ頭ヤード整備工事工 事 名

神戸市中央区小野浜町工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和４年３月３１日完成期限

ヤード整備１式，汚水管布設替　２８５ｍ，水道管撤去　３０１ｍ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



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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６１６

この入札は，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

土木一般の総合点数が１，０８０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下｢契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他



３６１７

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

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評価基準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法

令和２年１１月１１日（水）～１１月２４日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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２５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２６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２７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」

方 法



　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

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

　補者を決定する。

１１　入札保証金

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

　定により免除します。

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第８５６号

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

より，次のとおり公告します。

　　令和２年１１月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６１８

令和２年１２月４日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「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

　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」



３６１９

１　設置する都市公園

　⑴　名称，位置及び区域

　⑵　供用開始の年月日

　　　令和２年１１月２４日

―――――――――――――――――

神戸市公告第８５７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２４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

　　神戸市兵庫区会下山町３丁目１番，１番１，８８番１，松本通８丁目７番，９番１

２　協議成立した者の住所及び氏名

　　神戸市中央区東川崎町１丁目３番３号

　　　　　神戸市教育委員会

　　　　　　　　教育長　長田　淳

３　協議成立番号

　　平成２６年６月５日　第６４９８号

　　（変更許可　平成２９年３月２１日　第１２９８号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第８５８号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので，同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

もに，当該届出及び同条第２項の添付書類を次のとおり縦覧に供します。

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

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

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

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年１１月２４日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

区　　　域位　　　置名　　称

神戸市建設局公園部管理課備付け

の図面のとおり

垂水区小束山手１丁目

垂水区小束山手１丁目

垂水区小束山手１丁目

垂水区小束山手１丁目

垂水区小束山手３丁目

小束山手中公園

小束山手小公園

小束山手東公園

小束山手西公園

小束山手南公園



　　令和２年１１月２４日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　イオンジェームス山店

　　神戸市垂水区青山台７丁目７番１号

２　変更した事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所及び法人にあっては代

　　表者の氏名

　　（変更前）

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６２０

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役　

村井　正平
千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１イオンリテール株式会社

代表取締役　

多根　裕詞
東京都中央区銀座２丁目７番１７号株式会社三城

代表取締役　

大谷　勝彦
新潟市中央区弁天２丁目３番１８号株式会社大谷

代表取締役　

花谷　洋二
東京都新宿区新宿１丁目１９番１０号

株式会社ザ・クロックハ

ウス

代表取締役　

松本　規義
滋賀県長浜市勝町８０３番地株式会社ティンクル

代表取締役　

丸山　雅史

東京都港区虎ノ門４丁目３番１３号神谷

町セントラルプレイス５階

Ａｓ－ｍｅエステール株

式会社

代表取締役　

難波　司
神戸市中央区港島中町６丁目７番有限会社ギー

代表取締役　

吉野　廣樹
東京都八王子市子安町２丁目２番１３号

株式会社スモール・プラ

ネット

代表取締役　

上田　稔夫
東京都渋谷区千駄ヶ谷３丁目６０番７号

株式会社ファイブフォッ

クス

代表取締役　

北村　正志
高知県高知市本町４丁目１番１６号株式会社キタムラ

代表取締役　

林田　和昭
大阪市西成区梅南１丁目７番３１号株式会社ビーユー

代表取締役　

中振　公治

神戸市中央区三宮町１丁目８番地１の

２３８号
有限会社ドウマルナカ

代表取締役　

長井　尚三
神戸市垂水区桃山台５丁目１番６号株式会社長井珈琲



３６２１

　　（変更後）

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

代表取締役　

坂田　勝彦
兵庫県加古川市野口町長砂７０７番地大崎ベジフル株式会社

代表取締役　

越智　正直
大阪市中央区城見１丁目４番７０号

株式会社ワッツオースリ

ー販売

代表取締役　

本庄　大介
東京都渋谷区本町３丁目４７番１０号株式会社伊藤園

代表取締役　

鬼頭　明彦

岐阜県羽島市竹鼻町丸の内１１丁目９４番

地
株式会社あーる工房

代表取締役　

櫻井　康文
東京都文京区大塚２丁目１５番６号株式会社不二家

代表取締役　

前田　仁一郎
京都府京田辺市田辺５番地の１有限会社マエダ

代表取締役　

内宮　正直
大阪府羽曳野市川向２０４０番地の５株式会社アルプ

代表取締役　

島崎　憲二
神戸市垂水区青山台７丁目７番１号有限会社アージュ

代表取締役　

中山　章
千葉市美浜区中瀬１丁目６番地株式会社未来屋書店

他１名

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役　

井出　武美
千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１イオンリテール株式会社

代表取締役　

堂田　尚子

新潟市江南区亀田工業団地１丁目３番

５号
株式会社大谷

代表取締役　

大野　禄太郎
東京都中央区京橋１丁目１１番２

株式会社ザ・クロックハ

ウス

代表取締役　

松本　規義
滋賀県長浜市勝町８０３番地

パセリエンタープライズ

株式会社

代表取締役　

丸山　雅史

東京都港区虎ノ門４丁目３番１３号エステールホールディン

グス株式会社

代表取締役　

浜田　宏幸
高知県高知市本町４丁目１番１６号株式会社キタムラ

代表取締役　

長井　尚三
神戸市垂水区桃山台５丁目１番６号株式会社長井珈琲



３　変更の年月日及び変更する理由

　　平成３１年３月１日　代表者交代等のため

４　届出年月日

　　令和２年８月２６日

５　縦覧期間

　　令和２年１１月２４日から令和３年３月２３日まで

６　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６２２

代表取締役　

林田　邦博

大阪市中央区城見１丁目４番70号住友

生命ＯＢＰプラザビル

株式会社ワッツ西日本販

売

代表取締役　

鬼頭　明彦

岐阜県羽島市竹鼻町丸の内11丁目94番

地
株式会社あーる工房

代表取締役　

松田　裕史
千葉市美浜区中瀬１丁目６番地株式会社未来屋書店

代表取締役　

浅川　岳彦

神戸市中央区加納町２丁目４番10号水

木ビルディング
株式会社キムラタン

代表取締役　

篠田　達幸
名古屋市中区栄２丁目１番１号株式会社キャプテン

代表取締役　

堀江　康文
東京都中央区新川１丁目23番５号株式会社ジーフット

代表取締役　

周　志士
神戸市中央区二宮町２丁目10番７号株式会社シシエス

代表取締役　

石川　康晴
岡山市北区幸町２番８号

株式会社ストライプイン

ターナショナル

代表取締役　

小池　正樹

兵庫県尼崎市潮江１丁目２番６号尼崎

フロントビル２階

株式会社トリプロ・プラ

ス

代表取締役　

白井　俊之
札幌市北区新琴似七条１丁目２番39号

株式会社ニトリホールデ

ィングス

代表取締役　

北原　久巳
東京都杉並区梅里１丁目７番７号株式会社マックハウス

代表取締役　

細田　勝洋
神戸市垂水区野田通１番16号

株式会社メルティングポ

ット　

代表取締役　

石村　厳

大阪市中央区船場中央１丁目４番３－

Ｂ102
株式会社モンドクラブ

代表取締役　

畑　陽介

兵庫県加古川市加古川町中津448番地

の１
株式会社手芸の丸十

代表取締役　

岩坪　謙吉
東京都港区虎ノ門４丁目３番13号キンバレー株式会社



３６２３

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第８５９号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので，同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

もに，当該届出を次のとおり縦覧に供します。

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

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

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

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年１１月２４日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年１１月２４日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　神戸三田プレミアム・アウトレット

　　神戸市北区上津台７丁目３番外

２　変更した事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

　　代表者の氏名

　　（変更前）

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

金子　信隆
東京都港区北青山３丁目６番７号

株式会社ケリングジャパ

ン

代表取締役　

ノルベール・ルレ
東京都港区北青山３丁目５番２９号

ＬＶＭＨファッション・

グループ・ジャパン株式

会社

代表取締役　

田村　直裕
東京都港区北青山３丁目６番７号

株式会社モンクレールジ

ャパン

代表取締役　

ウィリアム・ウヨン・ユン
東京都港区南青山５丁目９番１９号

ヴァレンティノジャパン

株式会社

代表取締役　

ファビオ・ストラーダ
東京都港区南青山５丁目１１番５号

株式会社エトロ・ジャパ

ン

代表取締役

ブルーノ・ベルノン
東京都港区赤坂８丁目５番３４号

Ｊｉｍｍｙ　Ｃｈｏｏ　

Ｔｏｋｙｏ株式会社



令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６２４

代表取締役　

竹林　朋毅
東京都中央区銀座２丁目５番１４号

株式会社ボッテガ・ヴェ

ネタジャパン

代表取締役　

高桑　真
東京都中央区銀座１丁目１９番７号

株式会社バリー・ジャパ

ン

代表取締役　

大澤　弘史
東京都港区南青山５丁目２番１号

ヒューゴボスジャパン株

式会社

代表取締役　

三木　均
東京都千代田区麹町１丁目４番地

リシュモンジャパン株式

会社

代表取締役　

パスクアレ・デ・サンテ

ィス

東京都港区北青山３丁目６番７号

ドルチェ・アンド・ガッ

バーナ・ジャパン株式会

社

代表取締役　

スティーブン・セア

東京都渋谷区千駄ケ谷５丁目３２番

１０号

ギャップジャパン株式会

社

代表取締役　

ダヴィデ・セジア
東京都港区南青山１丁目１５番１４号プラダジャパン株式会社

代表取締役　

五代　厚司
東京都港区芝浦２丁目１５番３号

株式会社ニコンイメージ

ングジャパン

職務執行者　

伊藤　輝希

東京都渋谷区恵比寿４丁目２０番３

号

Ｄｅｃｋｅｒｓ　Ｊａｐ

ａｎ合同会社

代表取締役　

長江　聡

大阪市中央区淡路町２丁目３番５

号
株式会社インコントロ

取締役　

木村　信也
神戸市中央区伊藤町１１９

テンピュール・シーリー・

ジャパン有限会社

代表取締役　

小松﨑　睦
東京都渋谷区渋谷２丁目１７番５号

株式会社エレメントルー

ル

代表取締役　

山崎　真也
東京都千代田区二番町４番地５号

ルックスオティカジャパ

ン株式会社

代表取締役　

小川　典利夫

大阪市天王寺区堂ヶ芝１丁目１１番

３号

デサントジャパン株式会

社

代表取締役　

谷口　秀夫
東京都中央区銀座６丁目９番６号ダイアナ株式会社

代表取締役　

一山　哲也
東京都渋谷区渋谷１丁目７番７号株式会社グラニフ

職務執行者　

ジョルジョ・サルネ
東京都港区六本木６丁目１０番１号

コーチ・ジャパン合同会

社

代表取締役　

ジュゼッペ・カヴァッロ

東京都渋谷区神宮前５丁目１番５

号

トッズ・ジャパン株式会

社



３６２５ 令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

代表取締役　

小山　順子
東京都中央区銀座７丁目８番２号

フェラガモ・ジャパン株

式会社

代表取締役　

畑　誠

東京都港区赤坂９丁目７番１号ミ

ッドタウン・タワー３０階

株式会社リンク・セオリ

ー・ジャパン

代表取締役　

宮川　ダビデ
東京都千代田区一番町８番地

ブルネロクチネリジャパ

ン株式会社

代表取締役　

休山　昭
東京都新宿区新宿２丁目１９番１号株式会社アクタス

代表取締役　

小野　浩平
東京都港区六本木１丁目６番１号

双日インフィニティ株式

会社

代表取締役　

髙島　郁夫

東京都渋谷区神宮前５丁目５３番６７

号

株式会社Ｆｒａｎｃｆｒ

ａｎｃ

代表取締役　

小布施　森一

東京都品川区上大崎３丁目１番１

号

株式会社ブルックスブラ

ザーズジャパン

代表取締役　

遠藤　育雄

東京都新宿区北新宿２丁目２１番１

号

株式会社スタイリングラ

イフ・ホールディングス

代表取締役　

木村　隆一
大阪府八尾市大窪９３６

株式会社ミキハウストレ

ード

代表取締役　

河野　忠友

神戸市長田区大道通５丁目１０１番

地の６
カワノ株式会社

代表取締役　

都築　宏一郎
千葉県柏市柏３４４番地２株式会社ツヅキ

代表取締役　

倉田　浩美

東京都渋谷区神宮前１丁目５番８

号
フルラジャパン株式会社

代表取締役　

シルビア・オー
東京都千代田区一番町２１番地

スワロフスキー・ジャパ

ン株式会社

代表取締役　

クリストフ・サビオ
東京都中央区銀座７丁目９番１８号

スウォッチグループジャ

パン株式会社

代表取締役　

藤本　幹雄
東京都品川区大崎３丁目６番１７号クリケツト株式会社

代表取締役　

小路　順一

東京都渋谷区神宮前６丁目２７番８

号
株式会社ナイスクラップ

代表取締役　

浅見　英理

東京都渋谷区富ケ谷２丁目２４番７

号
株式会社アズノゥアズ

代表取締役　

楊　洋

新潟県新発田市豊町２丁目１０番８

号
株式会社フェニックス



令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６２６

代表取締役　

設楽　洋

東京都渋谷区神宮前１丁目５番８

号
株式会社ビームス

代表取締役　

大峯　伊索

神戸市中央区港島中町６丁目８番

１号
株式会社アダバット

代表取締役　

大川　伸

東京都千代田区外神田３丁目１番

１６号

株式会社ダイドーフォワ

ード

代表取締役

ヴァンサン・ネリアス
東京都中央区築地５丁目６番４号

トリンプ・インターナショ

ナル・ジャパン株式会社

代表取締役　一井　和行
大阪市中央区島之内１丁目２２番２３

号
株式会社ミルク

職務執行者　

アレキサンダー・トーマ

ス・チュー

東京都千代田区内幸町２丁目１番

６号
合同会社ＰＶＨジャパン

職務執行者　

小林　哲二
東京都港区赤坂９丁目７番１号

ナイキジャパングループ

合同会社

代表取締役　

岩崎　幸次郎

千葉県浦安市日の出２丁目１番８

号

株式会社リーガルコーポ

レーション

代表取締役　

柴田　郁夫
東京都港区芝５丁目３３番７号ベネリック株式会社

代表取締役　

西田　明男
富山県小矢部市清沢２１０番地株式会社ゴールドウイン

代表取締役　

木村　達央

東京都渋谷区代々木２丁目１番１

号

株式会社ジャパンイマジ

ネーション

代表取締役　

マーク・シェルドン・アレン
東京都江東区青海２丁目４番２４号

テーラーメイドゴルフ株

式会社

代表取締役　

ポール・ハーディスティ
東京都港区六本木１丁目９番１０号

アディダスジャパン株式

会社

代表取締役　

佐々木　進
東京都港区南青山２丁目２番３号株式会社ジュン

代表取締役　

石田　章夫

京都市下京区四条通富小路角立売

東町２１番地
株式会社たち吉

代表取締役　

杉本　敦男

東京都千代田区有楽町１丁目１２番

１号

デロンギ・ジャパン株式

会社

代表取締役　

久世　良太

長野県上水内郡飯綱町芋川１２６０番

地
株式会社サンクゼール

代表取締役　

角田　良太
東京都渋谷区元代々木町４９番１３号株式会社サザビーリーグ



３６２７ 令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

代表取締役　

モニカ・ピント
東京都港区麻布台２丁目２番９号

ル・クルーゼ・ジャポン

株式会社

代表取締役　

中田　雄一
東京都港区北青山３丁目５番１０号

株式会社ワールドストア

パートナーズ

代表取締役　

中江　昭英

北海道虻田郡ニセコ町字曽我７５１

番地２３

株式会社ルピシアグルマ

ン

代表取締役　

森下　宏明

大阪市中央区博労町４丁目５番２

号
エース株式会社

代表取締役　

百瀬　二郎

東京都中央区日本橋本町１丁目６

番５号

株式会社ツカモトコーポ

レーション

代表取締役　

アンドレ・ツィメルマン
東京都中央区銀座７丁目６番１２号

Ｌｉｎｄｔ＆Ｓｐｒｕｎ

ｇｌｉ　Ｊａｐａｎ株式

会社

職務執行者　

ライアン　ハート
東京都港区北青山３丁目３番１１号

ＣＯＬＥ　ＨＡＡＮ　Ｊ

ＡＰＡＮ合同会社

代表取締役　

奥田　裕章
東京都港区南青山５丁目４番４８号

株式会社ヘルノ・ジャパ

ン

代表取締役　

ジェイ・キンプトン

東京都渋谷区神宮前４丁目２５番１５

号
ラルフローレン株式会社

代表取締役　

田中　健之

神戸市中央区港島中町６丁目８番

２号

株式会社ジャヴァコーポ

レーション

代表取締役　

三浦　義哲
東京都中央区銀座１丁目２０番１５号

株式会社エス・アイ・ピ

ー

代表取締役　

冨田　智夫

東京都千代田区神田神保町１丁目

１０５番

株式会社ニューバランス

ジャパン

代表取締役　

林　聡
東京都中央区新川１丁目２番１２号

フィスラージャパン株式

会社

代表取締役　

伊東　知康
京都市南区吉祥院中島町２９番地株式会社ワコール

代表取締役　

前川　正典
東京都港区南青山１丁目１番１号

株式会社サンエー・ビー

ディー

代表取締役　

井上　隆太
大阪市中央区北浜３丁目５番２９号

株式会社パルグループホ

ールディングス

職務執行者　

ジェイムズ・イー・スキ

ャモン

東京都港区六本木１丁目４番５号ボーズ合同会社



令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６２８

代表取締役　

スー・フォックス

東京都千代田区永田町２丁目１１番

１号
ＥＬＣジャパン株式会社

代表取締役　

李　孝

東京都渋谷区神宮前２丁目３４番１７

号

株式会社ラコステジャパ

ン

代表取締役　

金子　信隆
東京都港区赤坂７丁目１番１６号

株式会社バレンシアガジ

ャパン

代表取締役　

松木　愛明
東京都渋谷区渋谷２丁目１１番８号

株式会社セルジオロッシ

ジャパン

代表取締役　

パスカル・センコフ
東京都港区南青山１丁目１番１号

リーバイ・ストラウスジ

ャパン株式会社

代表取締役　

岩田　達七

名古屋市瑞穂区豆田町５丁目２番

地
クラウン製靴株式会社

代表取締役　

西上　節也

大阪市中央区博労町４丁目３番２

号

ジーエスエムジャパン株

式会社

代表取締役　

橘田　新太郎
東京都港区南青山３丁目１番３号

マークジェイコブス　ジ

ャパン株式会社

代表取締役　

アンドリュー・ブバラ
東京都港区南青山１丁目１番１号

株式会社グループセブジ

ャパン

代表取締役　

笹野　和泉
東京都中央区銀座５丁目５番４号

ジョルジオアルマーニジ

ャパン株式会社

代表取締役　

野口　実
東京都渋谷区神南１丁目１１番５号

株式会社エービーシー・

マート

代表取締役　

アンソニー・キョン
東京都港区白金台３丁目１９番１号

株式会社アンテプリマジ

ャパン

代表取締役　

田坂　寛

東京都渋谷区神宮前６丁目２７番８

号
福助株式会社

代表取締役　

犬塚　景子

東京都千代田区永田町２丁目１０番

３号

エコー・ジャパン株式会

社

代表取締役　

造田　博之
東京都渋谷区東３丁目１６番３号

サムソナイト・ジャパン

株式会社

代表取締役　

村井　博之

東京都目黒区青葉台４丁目７番７

号

株式会社バロックジャパ

ンリミテッド

代表取締役　

安田　秀一
東京都江東区有明１丁目３番３３号株式会社ドーム

代表取締役　

松浦　秀昭
東京都江東区清澄３丁目１番７号株式会社ヨーガンレール



３６２９ 令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

代表取締役　

福田　三千男
東京都渋谷区渋谷２丁目２１番１号株式会社アダストリア

代表取締役　

窪田　祐
東京都渋谷区渋谷１丁目２３番２１号

株式会社ジョイントワー

クス

代表取締役　

寺田　和正
東京都港区三田１丁目４番１号

株式会社サマンサタバサ

ジャパンリミテッド

代表取締役　

大島　崇

神戸市中央区港島中町２丁目３番

５号
株式会社アオイ

代表取締役　

澁谷　治男

東京都目黒区中目黒２丁目７番７

号
株式会社ルック

代表取締役　

名取　房満

東京都新宿区百人町２丁目２７番７

号

シチズンリテイルプラニ

ング株式会社

代表取締役　

堀田　康彦
大阪市中央区瓦町３丁目３番２号三喜商事株式会社

代表取締役　

ルイージ・メッゾソーマ

大阪市中央区南船場３丁目１２番１２

号

ディーゼルジャパン株式

会社

代表取締役　

ジェローム・ブリュア

東京都新宿区西新宿３丁目７番１

号
日本ロレアル株式会社

代表取締役　

横溝　知将

東京都渋谷区恵比寿南１丁目１５番

１号

株式会社スタッフインタ

ーナショナルジャパン

代表取締役　

クリストフ・ジャック・

ガブリエル・ランシュー

東京都千代田区二番町１１番１９号
フィスカース・ジャパン

株式会社

代表取締役　

近藤　広幸

東京都千代田区麹町５丁目７番１

号

株式会社マッシュセール

スラボ

代表取締役　

麦野　豪
東京都中央区銀座７丁目１１番３号

リヤドロジャパン株式会

社

代表取締役　

黒木　誠也
東京都港区南麻布５丁目１４番１５号エノテカ株式会社

代表取締役　

田島　淳滋

大阪市中央区西心斎橋１丁目１番

１１号
リデア株式会社

代表取締役　

竹村　幸造
大阪市西区北堀江２丁目４番４号

株式会社アーバンリサー

チ

代表取締役　

関川　聡
東京都渋谷区東１丁目２６番２０号

株式会社ＡＢＡＨＯＵＳ

Ｅ　ＳＩＤＥ－Ｂ

代表取締役　

武内　秀人
東京都千代田区隼町３番１６号

株式会社ジョイックスコ

ーポレーション



令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６３０

代表取締役　

浅野　信弘

東京都千代田区麹町１丁目４番地

１２番１号
ダイソン株式会社

代表取締役　

永谷　正勝

東京都渋谷区富ヶ谷１丁目１２番１０

号
株式会社イッセイミヤケ

代表取締役　

高橋　幸智

東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目３３番

８号

株式会社バーニーズジャ

パン

代表取締役　

古屋　一樹
東京都千代田区二番町８番地８

株式会社セブン－イレブ

ン・ジャパン

代表取締役　

武内　一志

東京都目黒区青葉台２丁目１８番１

号
株式会社メル・ローズ

代表取締役　

清水　英幸
東京都渋谷区南平台町１７番１２号株式会社メンズ・ビギ

代表取締役　

川部　将士
東京都千代田区五番町１４番地

フェイラージャパン株式

会社

代表取締役　

庄山　昌彦
東京都中央区銀座１丁目２０番１４号

セイコーリテールマーケ

ティング株式会社

代表取締役　

中川　淳
東京都品川区大崎２丁目１番１号プーマジャパン株式会社

代表取締役　

マッスィモ・ラッザリ
東京都新宿区新宿６丁目２７番３０号

株式会社コロンビアスポ

ーツウェアジャパン

代表取締役　

仙座　学
東京都港区元赤坂１丁目５番１２号

株式会社ＴＳＩグルーヴ

アンドスポーツ

代表取締役　

松井　茂大

東京都目黒区自由が丘１丁目２９番

５号
株式会社ＰＲＡＩＡ

代表取締役　

造田　博之
東京都渋谷区東３丁目１６番３号株式会社トゥミジャパン

代表取締役　

デイヴィッド・ダニエル

ズ

東京都渋谷区神宮前３丁目３５番２

号

株式会社フォリフォリジ

ャパン

代表取締役　

徳田　誠

東京都渋谷区神宮前３丁目５番６

号
株式会社アート・バーグ

代表取締役　

田島　寿一

神戸市中央区港島中町６丁目３番

地２
株式会社ＴＡＳＡＫＩ

代表取締役　

石井　稔晃
東京都港区芝公園２丁目４番１号

株式会社ナルミヤ・イン

ターナショナル

代表取締役　

小林　淳二
東京都江東区新砂３丁目１番１８号

アシックスジャパン株式

会社



３６３１ 令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

代表取締役　

堀田　浩
東京都千代田区三番町６番５号

株式会社ナイツブリッ

ジ・インターナショナル

代表取締役　

柴田　茂樹

大阪市住之江区中加賀屋４丁目４

番１８号

株式会社アウティングス

ペース

代表取締役　

太田　克枝
東京都台東区駒形１丁目３番８号株式会社マスターピース

代表取締役　

押木　源弥
東京都渋谷区渋谷２丁目１番１号株式会社アングローバル

代表取締役　

田村　真人
東京都渋谷区桜丘町４番２３号

ドクターマーチン・エア

ウエアジャパン株式会社

代表取締役　

ミハエル・ジョージ・ゴ

ルトナー

岐阜県関市肥田瀬４０６４番地

ツヴィリングＪ．Ａ．ヘ

ンケルスジャパン株式会

社

代表取締役　井上　誠治
東京都目黒区上目黒１丁目１０番２

号

株式会社カドリールイン

ターナショナル

代表取締役　横溝　知将
東京都渋谷区恵比寿南１丁目１５番

１号
株式会社マルニジャパン

代表取締役八木　雄三東京都港区六本木１丁目８番７号
株式会社マッキントッシ

ュジャパン

代表取締役　今村　英雄
東京都品川区東品川２丁目２番４３

号
株式会社ヨウジヤマモト

代表取締役　井ノ上　明大阪市中央区本町２丁目５番７号
三共生興ファッションサ

ービス株式会社

代表取締役　石川　康晴岡山市北区幸町２番８号
株式会社ストライプイン

ターナショナル

代表取締役　

ペロダン・エリック・モ

リス・ルイ

東京都渋谷区神宮前６丁目１０番８

号

ＩＮＴＳ　Ｉｔ’ｓ　ｎ

ｏｔ　ｔｈｅ　ｓａｍｅ

　Ｊａｐａｎ株式会社

代表取締役　

林　史郎

東京都荒川区東日暮里３丁目２７番

６号

イー・ジーニング株式会

社

代表取締役　

山崎　大輔
東京都港区南青山１丁目２番６号

Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｋｏｒ

ｓ　Ｊａｐａｎ株式会社

代表取締役　

大澤　道雄

東京都中央区日本橋３丁目１０番５

号
株式会社オンワード樫山

代表取締役　

濱田　博人
東京都渋谷区神南１丁目１９番１４号

株式会社ナノ・ユニバー

ス



　　（変更後）

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６３２

代表取締役　

佐々木　裕平
東京都港区南青山３丁目１８番９号

株式会社トゥモローラン

ド

代表取締役　

大滝　雄一郎
東京都港区南青山５丁目３番１０号株式会社エイ・ネット

代表取締役　

竹田　光広

東京都渋谷区神宮前３丁目２８番１

号

株式会社ユナイテッドア

ローズ

代表取締役　

ジェローム・シュシャン
東京都港区六本木３丁目２番１号

ゴディバジャパン株式会

社

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役　

ジャン・マルク・デュプ

レ

東京都港区北青山３丁目６番７号
株式会社ケリングジャパ

ン

代表取締役　

ノルベール・ルレ
東京都港区北青山３丁目５番２９号

ＬＶＭＨファッション・

グループ・ジャパン株式

会社

代表取締役　

田村　直裕
東京都港区北青山３丁目６番７号

株式会社モンクレールジ

ャパン

代表取締役　

ウィリアム・ウヨン・ユン
東京都港区南青山５丁目９番１９号

ヴァレンティノジャパン

株式会社

代表取締役　

ファビオ・ストラーダ
東京都港区南青山５丁目１１番５号

株式会社エトロ・ジャパ

ン

代表取締役　

ブルーノ・ベルノン
東京都港区赤坂８丁目５番３４号

Ｊｉｍｍｙ　Ｃｈｏｏ　

Ｔｏｋｙｏ株式会社

代表取締役　

竹林　朋毅
東京都中央区銀座６丁目８－７

株式会社ボッテガ・ヴェ

ネタジャパン

代表取締役　

高桑　真
東京都中央区銀座１丁目１９番７号

株式会社バリー・ジャパ

ン

代表取締役　

マシュー　キーラン
東京都港区南青山５丁目２番１号

ヒューゴボスジャパン株

式会社

代表取締役　

三木　均
東京都千代田区麹町１丁目４番地

リシュモンジャパン株式

会社

代表取締役　

パスクアレ・デ・サンテ

ィス

東京都港区北青山３丁目６番７号

ドルチェ・アンド・ガッ

バーナ・ジャパン株式会

社



３６３３ 令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

代表取締役　

マシュー　コリン

東京都渋谷区千駄ケ谷５丁目３２番

１０号

ギャップジャパン株式会

社

代表取締役　

ダヴィデ・セジア
東京都港区南青山１丁目１５番１４号プラダジャパン株式会社

職務執行者　

伊藤　輝希

東京都渋谷区恵比寿４丁目２０番３

号

Ｄｅｃｋｅｒｓ　Ｊａｐ

ａｎ合同会社

代表取締役　

長江　聡

大阪市中央区淡路町２丁目３番５

号
株式会社インコントロ

取締役　

木村　信也
神戸市中央区伊藤町１１９

テンピュール・シーリー・

ジャパン有限会社

代表取締役　

小松﨑　睦
東京都港区南青山１丁目１番１号

株式会社エレメントルー

ル

代表取締役　

山崎　真也
東京都千代田区二番町４番地５号

ルックスオティカジャパ

ン株式会社

代表取締役　

小川　典利夫

大阪市天王寺区堂ヶ芝１丁目１１番

３号

デサントジャパン株式会

社

代表取締役　

谷口　秀夫
東京都中央区銀座６丁目９番６号ダイアナ株式会社

代表取締役　

ディーター・ハーベル

東京都渋谷区神宮前１丁目５番８

号
フルラジャパン株式会社

代表取締役　

新田　寛之
東京都渋谷区渋谷１丁目７番７号株式会社グラニフ

代表取締役　

川田　慎二
東京都渋谷区松濤２丁目２０番６号

株式会社ウールリッチジ

ャパン

代表取締役　

エマヌエル・リュエラン
東京都港区六本木６丁目１０番１号

タペストリー・ジャパン

合同会社

代表取締役　

ジュゼッペ・カヴァッロ
東京都渋谷区神宮前１－５－８

トッズ・ジャパン株式会

社

代表取締役　

小山　順子
東京都中央区銀座７丁目８番２号

フェラガモ・ジャパン株

式会社

代表取締役　

畑　誠
山口県山口市佐山７１７番地１

株式会社リンク・セオリ

ー・ジャパン

代表取締役　

宮川　ダビデ
東京都千代田区一番町８番地

ブルネロクチネリジャパ

ン株式会社

代表取締役　

休山　昭
東京都新宿区新宿２丁目１９番１号株式会社アクタス



令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６３４

代表取締役　

小野　浩平
東京都港区六本木１丁目６番１号

双日インフィニティ株式

会社

代表取締役　

髙島　郁夫

東京都渋谷区神宮前５丁目５３番６７

号

株式会社Ｆｒａｎｃｆｒ

ａｎｃ

代表取締役　

小布施　森一

東京都品川区上大崎３丁目１番１

号

株式会社ブルックスブラ

ザーズジャパン

代表取締役　

鈴木　顕

東京都新宿区北新宿２丁目２１番１

号

株式会社スタイリングラ

イフ・ホールディングス

代表取締役　

木村　隆一
大阪府八尾市大窪９３６

株式会社ミキハウストレ

ード

代表取締役　

河野　忠友

神戸市長田区大道通５丁目１０１番

地の６
カワノ株式会社

代表取締役　

都築　宏一郎
千葉県柏市柏３４４番地２株式会社ツヅキ

代表取締役　

白川　集一

東京都渋谷区千駄ヶ谷２丁目１１番

１号
株式会社エーアンドエス

代表取締役　

オ・ナミ
東京都千代田区一番町２１番地

スワロフスキー・ジャパ

ン株式会社

代表取締役　

クリストフ・サビオ
東京都中央区銀座７丁目９番１８号

スウォッチグループジャ

パン株式会社

代表取締役　

藤本　幹雄
東京都品川区大崎３丁目６番１７号クリケツト株式会社

代表取締役　

小路　順一

東京都渋谷区神宮前６丁目２７番８

号
株式会社ナイスクラップ

代表取締役　

浅見　英理

東京都渋谷区富ケ谷２丁目２４番７

号
株式会社アズノゥアズ

代表取締役　

王　亜磊

新潟県新発田市豊町２丁目１０番８

号
株式会社フェニックス

代表取締役　

設楽　洋

東京都渋谷区神宮前１丁目５番８

号
株式会社ビームス

代表取締役　

田口　敬二郎

神戸市中央区港島中町６丁目８番

１号
株式会社アダバット

代表取締役　

鍋割　宰

東京都千代田区外神田３丁目１番

１６号

株式会社ダイドーフォワ

ード

代表取締役　

ヴァンサン・ネリアス
東京都中央区築地５丁目６番４号

トリンプ・インターナシ

ョナル・ジャパン株式会

社



３６３５ 令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

代表取締役　

一井　和行

大阪市中央区島之内１丁目２２番２３

号
株式会社ミルク

職務執行者　

アレキサンダー・トーマ

ス・チュー

東京都千代田区内幸町２丁目１番

６号
合同会社ＰＶＨジャパン

職務執行者　

小林　哲二
東京都港区赤坂９丁目７番１号

ナイキジャパングループ

合同会社

代表取締役　

小椋　隆弘

東京都千代田区神田駿河台２丁目

９番地
ベネリック株式会社

代表取締役　

渡辺　貴生
富山県小矢部市清沢２１０番地株式会社ゴールドウイン

代表取締役　

木村　達央
東京都渋谷区代々木１－１１－２

株式会社ジャパンイマジ

ネーション

代表取締役　

マーク・シェルドン・ア

レン

東京都江東区青海２丁目４番２４号
テーラーメイドゴルフ株

式会社

代表取締役　

羽柴　慶彦
東京都港区六本木１丁目９番１０号

アディダスジャパン株式

会社

代表取締役　

佐々木　進
東京都港区南青山２丁目２番３号株式会社ジュン

代表取締役　

石田　章夫

京都市下京区四条通富小路角立売

東町２１番地
株式会社たち吉

代表取締役　

杉本　敦男

東京都千代田区有楽町１丁目１２番

１号

デロンギ・ジャパン株式

会社

代表取締役　

久世　良太

長野県上水内郡飯綱町芋川１２６０番

地
株式会社サンクゼール

代表取締役　

角田　良太
東京都渋谷区元代々木町４９番１３号株式会社サザビーリーグ

代表取締役　

モニカ・ピント
東京都港区麻布台２丁目２番９号

ル・クルーゼ・ジャポン

株式会社

代表取締役　

谷村　耕一
東京都港区北青山３丁目５番１０号

株式会社ワールドストア

パートナーズ

代表取締役　

中江　昭英

北海道虻田郡ニセコ町字曽我７５１

番地２３

株式会社ルピシアグルマ

ン

代表取締役　

森下　宏明

大阪市中央区博労町４丁目５番２

号
エース株式会社



令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６３６

代表取締役　

百瀬　二郎

東京都中央区日本橋本町１丁目６

番５号

株式会社ツカモトコーポ

レーション

代表取締役　

アンドレ・ツィメルマン
東京都港区南青山３－１３－１８

Ｌｉｎｄｔ＆Ｓｐｒｕｎ

ｇｌｉ　Ｊａｐａｎ株式

会社

職務執行者　

ローラ・ウィリアムズ・

ケリー

東京都港区北青山３丁目３番１１号
ＣＯＬＥ　ＨＡＡＮ　Ｊ

ＡＰＡＮ合同会社

代表取締役　

奥田　裕章
東京都港区南青山５丁目４番４８号

株式会社ヘルノ・ジャパ

ン

代表取締役　

ジェイ・キンプトン

東京都渋谷区神宮前４丁目２５番１５

号
ラルフローレン株式会社

代表取締役　

田中　健之

神戸市中央区港島中町６丁目８番

２号

株式会社ジャヴァコーポ

レーション

代表取締役　

三浦　義哲
東京都中央区銀座１－２０－１５株式会社シップス

代表取締役　

久保田　伸一

東京都千代田区神田神保町１丁目

１０５番

株式会社ニューバランス

ジャパン

代表取締役　

仙座　学
東京都港区元赤坂１丁目５番１２号

株式会社ＴＳＩグルーヴ

アンドスポーツ

代表取締役　

齋藤　英孝
東京都港区元赤坂１丁目５番１２号

キャロウェイアパレル株

式会社

代表取締役　

伊東　知康
京都市南区吉祥院中島町２９番地株式会社ワコール

代表取締役　

前川　正典
東京都港区南青山１丁目１番１号

株式会社サンエー・ビー

ディー

代表取締役　

井上　隆太

大阪市中央区道修町３丁目６番１

号

株式会社パルグループホ

ールディングス

代表取締役　

マシュー・フォックス

東京都千代田区丸の内３丁目２番

３号
ＥＬＣジャパン株式会社

代表取締役　

李　孝

東京都渋谷区神宮前２丁目３４番１７

号

株式会社ラコステジャパ

ン

代表取締役　

金子　信隆
東京都港区赤坂７丁目１番１６号

株式会社バレンシアガジ

ャパン

代表取締役　

新井　正敏
大阪市中央区南船場１－１６－１３株式会社ビヨンクール



３６３７ 令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

代表取締役　

パスカル・センコフ

東京都渋谷区神宮前６丁目１６番１２

号

リーバイ・ストラウスジ

ャパン株式会社

代表取締役　

岩田　達七

名古屋市瑞穂区豆田町５丁目２番

地
クラウン製靴株式会社

代表取締役　

サミー・ユー

東京都渋谷区神宮前６丁目２７番８

号

ボードライダーズジャパ

ン株式会社

代表取締役　

ラジーブ　シャルマ
東京都港区南青山３丁目１番３号

マークジェイコブス　ジ

ャパン株式会社

代表取締役　

アンドリュー・ブバラ
東京都港区南青山１丁目１番１号

株式会社グループセブジ

ャパン

代表取締役　

笹野　和泉
東京都中央区銀座５丁目５番４号

ジョルジオアルマーニジ

ャパン株式会社

代表取締役　

野口　実
東京都渋谷区神南１丁目１１番５号

株式会社エービーシー・

マート

代表取締役　

岩崎　幸次郎

千葉県浦安市日の出２丁目１番８

号

株式会社リーガルコーポ

レーション

代表取締役　

アンソニー・キョン
東京都港区白金台３丁目１９番１号

株式会社アンテプリマジ

ャパン

代表取締役　

佐橋　由文

東京都渋谷区神宮前６丁目２７番８

号
福助株式会社

代表取締役　

犬塚　景子

東京都千代田区永田町２丁目１０番

３号

エコー・ジャパン株式会

社

代表取締役　

造田　博之
東京都渋谷区東３丁目１６番３号

サムソナイト・ジャパン

株式会社

代表取締役　

村井　博之

東京都目黒区青葉台４丁目７番７

号

株式会社バロックジャパ

ンリミテッド

代表取締役　

安田　秀一
東京都江東区有明１丁目３番３３号株式会社ドーム

代表取締役　

福田　三千男
茨城県水戸市泉町３丁目１番２７号株式会社アダストリア

代表取締役　

窪田　祐
東京都渋谷区渋谷１丁目２３番２１号

株式会社ジョイントワー

クス

代表取締役　

門田　剛
東京都港区三田１丁目４番１号

株式会社サマンサタバサ

ジャパンリミテッド

代表取締役　

大島　崇

神戸市中央区港島中町２丁目３番

５号
株式会社アオイ



令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６３８

代表取締役　

澁谷　治男

東京都目黒区中目黒２丁目７番７

号
株式会社ルック

代表取締役　

堀田　康彦

東京都南青山２丁目２７番２５号ヒュ

ーリック南青山ビル７階・８階
三喜商事株式会社

代表取締役　

ルイージ・メッゾソーマ

大阪市中央区南船場３丁目１２番１２

号

ディーゼルジャパン株式

会社

代表取締役　

ジェローム・ブリュア

東京都新宿区西新宿３丁目７番１

号
日本ロレアル株式会社

代表取締役　

横溝　知将

東京都渋谷区恵比寿南１丁目１５番

１号

株式会社スタッフインタ

ーナショナルジャパン

代表取締役　

横溝　知将

東京都渋谷区恵比寿南１丁目１５番

１号

株式会社マルジェラジャ

パン

代表取締役　

クリストフ・ジャック・

ガブリエル・ランシュー

東京都千代田区二番町１１番１９号
フィスカースジャパン株

式会社

代表取締役　

満塩　雅一

東京都千代田区麹町５丁目７番１

号

株式会社マッシュセール

スラボ

代表取締役　

ホルヘ・ブリシオ・ガル

シア

東京都中央区銀座７丁目１１番３号
リヤドロジャパン株式会

社

代表取締役　

黒木　誠也
東京都港区南麻布５丁目１４番１５号エノテカ株式会社

代表取締役　

石原　秀樹

大阪市中央区西心斎橋１丁目１番

１１号
リデア株式会社

代表取締役　

竹村　幸造
大阪市西区京町堀１丁目６番４号

株式会社アーバンリサー

チ

代表取締役　

関川　聡
東京都渋谷区東１丁目２６番２０号

株式会社ＡＢＡＨＯＵＳ

Ｅ　ＳＩＤＥ－Ｂ

代表取締役　

塩川　弘晃
東京都千代田区隼町３番１６号

株式会社ジョイックスコ

ーポレーション

代表取締役　

浅野　信弘
東京都千代田区麹町１－１２－１ダイソン株式会社

代表取締役　

伊勢　孝彦

東京都渋谷区富ヶ谷１丁目１２番１０

号
株式会社イッセイミヤケ

代表取締役　

関口　正美

東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目３３番

８号

株式会社バーニーズジャ

パン



３６３９ 令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

代表取締役　

松永　文彦
東京都千代田区二番町８番地８

株式会社セブン－イレブ

ン・ジャパン

代表取締役　

武内　一志

東京都目黒区青葉台２丁目１８番１

号
株式会社メル・ローズ

代表取締役　

清水　英幸
東京都渋谷区南平台町１７番１２号株式会社メンズ・ビギ

代表取締役　

庄山　昌彦
東京都中央区銀座１丁目２０番１４号

セイコーリテールマーケ

ティング株式会社

代表取締役　

中川　淳
東京都品川区大崎２丁目１番１号プーマジャパン株式会社

代表取締役　

マッスィモ・ラッザリ
東京都新宿区新宿６丁目２７番３０号

株式会社コロンビアスポ

ーツウェアジャパン

代表取締役　

仙座　学
東京都港区元赤坂１丁目５番１２号

株式会社ＴＳＩグルーヴ

アンドスポーツ

代表取締役　

松井　茂大

東京都目黒区自由が丘１丁目２９番

５号
株式会社ＰＲＡＩＡ

代表取締役　

造田　博之
東京都渋谷区東３丁目１６番３号トゥミジャパン合同会社

代表取締役　

瀧澤　誠

東京都新宿区百人町２丁目２７番７

号

シチズンリテイルプラニ

ング株式会社

代表取締役　

デイヴィッド・ダニエルズ

東京都渋谷区神宮前３丁目３５番２

号

株式会社フォリフォリジ

ャパン

代表取締役　

田島　寿一

神戸市中央区港島中町６丁目３番

地２
株式会社ＴＡＳＡＫＩ

代表取締役　

石井　稔晃
東京都港区芝公園２丁目４番１号

株式会社ナルミヤ・イン

ターナショナル

代表取締役　

小林　淳二
東京都江東区新砂３丁目１番１８号

アシックスジャパン株式

会社

代表取締役　

柴田　茂樹

大阪市住之江区中加賀屋４丁目４

番１８号

株式会社アウティングス

ペース

代表取締役　

太田　克枝
東京都台東区駒形１丁目３番８号株式会社マスターピース

代表取締役　

押木　源弥
東京都渋谷区渋谷２丁目１番１号株式会社アングローバル

代表取締役　

田村　真人

東京都渋谷区神宮前５丁目２番２８

号

ドクターマーチン・エア

ウエア　ジャパン株式会

社



３　変更の年月日及び変更する理由

　　令和２年４月１日　代表者変更等のため

４　届出年月日

　　令和２年９月１日

５　縦覧期間

　　令和２年１１月２４日から令和３年３月２３日まで

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６４０

代表取締役　

アンドリュー・ハンキン

ソン

岐阜県関市肥田瀬４０６４番地

ツヴィリングＪ．Ａ．ヘ

ンケルスジャパン株式会

社

代表取締役　

山田　潤
東京都港区南青山５丁目１２番１号

株式会社ヴァンドームヤ

マダ

代表取締役　

横溝　知将

東京都渋谷区恵比寿南１丁目１５番

１号
株式会社マルニジャパン

代表取締役　

八木　雄三
東京都港区六本木１丁目８番７号

株式会社マッキントッシ

ュジャパン

代表取締役　

今村　英雄

東京都品川区東品川２丁目２番４３

号
株式会社ヨウジヤマモト

代表取締役　

井ノ上　明
大阪市中央区本町２丁目５番７号

三共生興ファッションサ

ービス株式会社

代表取締役　

立花　隆央
岡山市北区幸町２番８号

株式会社ストライプイン

ターナショナル

代表取締役　

林　史郎

東京都荒川区東日暮里３丁目２７番

６号

イー・ジーニング株式会

社

代表取締役　

山崎　大輔
東京都港区南青山１丁目２番６号

Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｋｏｒ

ｓ　Ｊａｐａｎ株式会社

代表取締役　

鈴木　恒則

東京都中央区日本橋３丁目１０番５

号
株式会社オンワード樫山

代表取締役　

前川　正典
東京都渋谷区神南１丁目１９番１４号

株式会社ナノ・ユニバー

ス

代表取締役　

佐々木　裕平
東京都港区南青山３丁目１８番９号

株式会社トゥモローラン

ド

代表取締役　

大滝　雄一郎
東京都港区南青山５丁目３番１０号株式会社エイ・ネット

代表取締役　

竹田　光広

東京都渋谷区神宮前３丁目２８番１

号

株式会社ユナイテッドア

ローズ

代表取締役

ジェローム・シュシャン
東京都港区六本木３丁目２番１号

ゴディバジャパン株式会

社



３６４１

６　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第８６０号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので，同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

もに，当該届出及び同条第２項の添付書類を次のとおり縦覧に供します。

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

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

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

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年１１月２４日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年１１月２４日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ＢＯＯＫＯＦＦ　ＳＵＰＥＲ　ＢＡＺＡＡＲ２号神戸長田

　　神戸市長田区浪松町４丁目１番１号

２　変更した事項

　⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

　　名

　　（変更前）

　　（変更後）

３　変更の年月日

　　平成３０年６月１３日

４　変更する理由

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役　

永見　信之
大阪市中央区今橋２丁目５番８号

株式会社ＮＴＴ西日本ア

セット・プランニング

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

松本　順一
大阪市中央区今橋２丁目５番８号

株式会社ＮＴＴ西日本ア

セット・プランニング



　　代表者変更のため

５　届出年月日

　　令和２年９月２５日

６　縦覧期間

　　令和２年１１月２４日から令和３年３月２３日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番12号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第８６１号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５項の規定による届出があったので，

同法第６条第６項の規定により次のとおり公告します。

　　令和２年１１月２４日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ＢＯＯＫＯＦＦ　ＳＵＰＥＲ　ＢＡＺＡＡＲ２号神戸長田

　　神戸市長田区浪松町４丁目１番１号

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

３　大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計

　　１，７７０平方メートル

４　大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計

　　０平方メートル

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計が１，０００平方メートル以下となる日　

　　令和元年１１月３０日

６　変更する理由

　　閉店のため

７　届出年月日

　　令和２年９月２５日

―――――――――――――――――

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６４２

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

松本　順一
大阪市中央区今橋２丁目５番８号

株式会社ＮＴＴ西日本ア

セット・プランニング



３６４３

神戸市公告第８６２号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので，同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

もに，当該届出を次のとおり縦覧に供します。

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

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

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

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年１１月２４日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年１１月２４日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　マックスバリュ長田南店

　　神戸市長田区東尻池新町１番２０号

２　変更した事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

　　代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

代表者住所氏名または名称

代表取締役

加栗　章男
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社

代表取締役

三木　正義
兵庫県姫路市東延末３丁目１２白鷲ニット工業株式会社

代表取締役

石井　和正
兵庫県尼崎市北大物町１６番７号タキヤ株式会社

代表取締役

矢野　博丈

広島県東広島市西条吉行東１丁目

４番１４号
株式会社大創産業

代表取締役

安東　晃一
大阪府守口市菊水通２丁目９－１３株式会社ビジョンメガネ

代表取締役

藤岡　義久
大阪市中央区城見２丁目１番６１号株式会社エーシーエヌ

代表者住所氏名または名称

代表取締役

平田　炎
大阪市西区北堀江３丁目１２番２３号株式会社光洋



３　変更の年月日及び変更する理由

　　令和元年９月１０日　所有権の移転等のため

４　届出年月日

　　令和２年９月３０日

６　縦覧期間

　　令和２年１１月２４日から令和３年３月２３日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第８６３号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので，同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

もに，当該届出及び同条第２項の添付書類を次のとおり縦覧に供します。

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

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

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

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年１１月２４日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年１１月２４日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ショッピングプラザエスパ星陵台

　　神戸市垂水区星陵台４丁目４番３１号

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６４４

代表取締役

三木　一正
兵庫県姫路市東延末３丁目１２白鷲ニット工業株式会社

代表取締役

松本　忠久

東京都千代田区外神田２丁目２番

１５号
ウエルシア薬局株式会社

代表取締役

矢野　靖二

広島県東広島市西条吉行東１丁目

４番１４号
株式会社大創産業

代表取締役

日高　崇介
大阪市西区南堀江３丁目１４番１２号株式会社ビジョンメガネ

代表取締役

藤岡　義久
大阪市中央区城見２丁目１番６１号株式会社エーシーエヌ



３６４５

２　変更した事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

　　代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

３　変更の年月日及び変更する理由

　　令和２年９月３０日　錯誤等のため

４　届出年月日

　　令和２年９月３０日

５　縦覧期間

　　令和２年１１月２４日から令和３年３月２３日まで

６　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

 

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

代表者住所氏名または名称

代表取締役

安黒　嘉宣

兵庫県宍粟市山崎町今宿１２９番地

の１

株式会社ホームセンター

アグロ

代表取締役

山本　善政

新潟県新発田市新栄町３丁目１番

１３号

株式会社ハードオフコー

ポレーション

代表取締役

加栗　章男
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社

代表取締役

中島　一誠

神戸市須磨区弥栄台１丁目３番３

号
株式会社ナガタ薬局

代表者住所氏名または名称

代表取締役

安黒　嘉宣

兵庫県宍粟市山崎町今宿１２９番地

の１

株式会社ホームセンター

アグロ

代表取締役

山本　善政

新潟県新発田市新栄町３丁目１番

１３号

株式会社ハードオフコー

ポレーション

代表取締役

平田　炎
大阪市西区北堀江３丁目１２番２３号株式会社光洋

代表取締役

中島　康伸

神戸市須磨区弥栄台１丁目３番３

号
株式会社ナガタ薬局



神戸市公告第８６４号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので，同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

もに，当該届出を次のとおり縦覧に供します。

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

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

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

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年１１月２４日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年１１月２４日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　マックスバリュ塩屋北店

　　神戸市垂水区下畑町字口唐戸３７１－１他

２　変更した事項

　⑴　大規模小売店舗の名称

　　（変更前）

　　　（仮称）マックスバリュ垂水下畑店

　　（変更後）

　　　　マックスバリュ塩屋北店

　⑵　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

　　名

　　（変更前）

　　（変更後）

　⑶　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

　　代表者の氏名

　　（変更前）

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６４６

法人にあっては

代表者の氏名
住　　　所氏名又は名称

代表取締役

加栗　章男
広島市南区段原南１丁目３－５２

マックスバリュ西日本株

式会社

法人にあっては

代表者の氏名
住　　　所氏名又は名称

代表取締役　

平田　炎
大阪市西区北堀江３丁目１２番２３号株式会社光洋

法人にあっては住　　　所氏名又は名称



３６４７

　　（変更後）

３　変更の年月日

　　２⑴については，平成２８年１２月１３日。

　　２⑵については，平成３１年３月１日。

４　変更する理由

　　２⑴については，店舗名称の決定のため。

　　２⑵については，所有権移転のため。

５　届出年月日

　　令和２年９月３０日

６　縦覧期間

　　令和２年１１月２４日から令和３年３月２３日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第８６５号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があっ

たので，同法第６条第３項の規定が準用する同法第５条第３項により次のとおり公告するとと

もに，当該届出及び同条第２項の添付書類を次のとおり縦覧に供します。

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

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

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

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年１１月２４日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年１１月２４日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

代表者の氏名

代表取締役　

加栗　章男
広島市南区段原南１丁目３－５２

マックスバリュ西日本株

式会社

法人にあっては

代表者の氏名
住　　　所氏名又は名称

代表取締役　

平田　炎
大阪市西区北堀江３丁目１２番２３号株式会社光洋



　　大丸神戸店

　　神戸市中央区明石町４０番地

２　変更した事項

　⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

　　名

　　（変更前）

　　（変更後）

　⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

　　代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

３　変更の年月日

　　２⑴については，株式会社大丸松坂屋百貨店は令和２年５月２８日，三菱ＵＦＪ信託銀行株

　式会社は令和２年４月１日。

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６４８

代表者住所氏名または名称

代表取締役　

好本　達也
東京都江東区木場２丁目１８番１１号

株式会社大丸松坂屋百貨

店

マハ・サファディ・デビ

ス

チャネルアイランド，ジャージー，

セントヘリヤー，ドンロード，テ

ンプラーハウス

エ・デビス・アンド・カ

ンパニー・リミテッド

代表取締役　

若林　辰雄

東京都千代田区丸の内１丁目４番

５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式

会社

代表者住所氏名または名称

代表取締役　

澤田　太郎
東京都江東区木場２丁目１８番１１号

株式会社大丸松坂屋百貨

店

マハ・サファディ・デビ

ス

チャネルアイランド，ジャージー，

セントヘリヤー，ドンロード，テ

ンプラーハウス

エ・デビス・アンド・カ

ンパニー・リミテッド

代表取締役　

長島　巌

東京都千代田区丸の内１丁目４番

５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式

会社

代表者住所氏名または名称

代表取締役　

好本　達也
東京都江東区木場２丁目１８番１１号

株式会社大丸松坂屋百貨

店

代表者住所氏名または名称

代表取締役　

澤田　太郎
東京都江東区木場２丁目１８番１１号

株式会社大丸松坂屋百貨

店



３６４９

　　２⑵については，令和２年５月２８日。

４　変更する理由

　　２⑴については，株式会社大丸松坂屋百貨店は代表者変更のため，三菱ＵＦＪ信託銀行株

　式会社は代表者変更のため。

　　２⑵については，代表者変更のため。

４　届出年月日

　　令和２年１０月７日

５　縦覧期間

　　令和２年１１月２４日から令和３年３月２３日まで

６　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

  水  道  局  

神戸市水道告示第１６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２４日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１００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１１月１１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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５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３０日
大阪市北区本庄西３丁目１番１８号

株式会社スター

トコーポレーシ

ョン

代表取締役　

松尾　卓哉
大阪市北区本庄西３丁目１番１８号

株式会社スター

トコーポレーシ

ョン

北（甲栄台３丁目他）配水管取替工事工 事 名

神戸市北区甲栄台１・２・３丁目工事場所



２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６５０

令和４年３月３１日完成期限

管布設延長：φ７５－２８．７ｍ，φ１００－４３５．０ｍ，φ１５０－８３５．９ｍ，

　　　　　　φ２００－２２０．８ｍ

管撤去延長：φ７５－２８．７ｍ，φ１００－１６９．３ｍ，φ１５０－２５０．３ｍ，　

　　　　　　φ２００－１，２１８．４ｍ

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

土木一般の総合点数が１，０８０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

その他



３６５１

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

　　神戸市水道局契約規程（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。

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５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。

第１日目　令和２年１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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１１日（水）～１１月２４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１１月２７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



　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

  交  通  局  

神戸市交通公告第４７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１１月１１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。）

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６５２

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・山手線および北神線列車無線用ＬＣＸ敷設工事工 事 名

神戸市西区糀台５丁目（西神中央駅）～神戸市中央区加納町１丁目（新神戸

駅）他
工事場所

令和５年１２月２８日完成期限

本工事は，神戸市高速鉄道西神・山手線および北神線において，列車無線用の

漏洩同軸ケーブル（ＬＣＸ）およびアンテナの新設を行うものである。
工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。ただし，初年度は，初年度及び翌年度の出来高予定額の４

割以内の額を支払う。

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

電気通信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

　鉄道事業者（私鉄・ＪＲ・公営鉄道）のずい道内において，平成１７年

度以降に漏洩同軸ケーブル（ＬＣＸ）の敷設工事を元請として完成させ

た施工実績があること。

施工実績



３６５３

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２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

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１１月１１日（水）～１１月２４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）

　紙書類の提出は，神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第

２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く午

前９時～正午，午後１時～午後５時

（郵送の場合は書留郵便のみ受付可。受付最終日の午後５時までに契約監理課

必着。）

受付期間



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。

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第５１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１１月６日

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

令和２年１１月２４日   神  戸  市  公  報   第３６８５号 ３６５４

第１日目　令和２年１１月２５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月２６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

契約監理課提出場所

令和２年１１月２７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



３６５５

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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和田岬駅便所改修機械設備工事工 事 名

神戸市兵庫区上庄通２丁目工事場所

令和３年５月２１日完成期限

和田岬駅構内トイレの全面改修及び仮設トイレの設置に伴う機械設備工事一式工事概要

初年度に請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

その他



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。
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　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年１１月６日（金）～１１月１３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１６日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１１月１７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１１月１８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



３６５７

１０　その他

　⑴

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

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


