
目      次

条      例

▽神戸市職員に対する期末手当等の支給に関

　する条例等の一部を改正する条例

  　　［行財政局給与課］

▽神戸市市会議員の議員報酬，費用弁償及び

　期末手当に関する条例の一部を改正する条

　例  　　［行財政局財務課］

規      則

▽神戸市公報発行規則の一部を改正する規則

  ［行財政局法務支援課］

告      示

▽神戸市立博物館に係る使用料の徴収業務の

　委託 　［文化スポーツ局博物館管理課］

▽街区の区域の変更（東灘区御影山手４丁目）

   ［行財政局住民課］

▽神戸市財政事情の公表 ［行財政局財務課］

▽都市再生推進法人の指定（一般社団法人リ

　バブルシティイニシアティブ）

  　［都市局都市計画課］

▽瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定

　施設の設置許可申請の概要及び事前評価に

　関する事項を記載した書面の縦覧

　　　　［環境局環境保全部環境保全指導課］

▽都市計画法による都市計画の変更（神戸国

　際港都建設計画生産緑地地区）

  　［都市局都市計画課］

▽介護保険法による指定居宅サービス等事業

　者の指定 　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による介護予防・日常生活支援

　総合事業指定事業者の指定

  　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による指定地域密着型サービス

　等事業者の指定 　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による指定居宅サービス等事業

　者の廃止 　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による介護予防・日常生活支援

　総合事業指定事業者の廃止

  　［福祉局監査指導部］

▽介護保険法による指定地域密着型サービス

　等事業者の廃止 　［福祉局監査指導部］

▽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による事業所の指定

  　［福祉局監査指導部］

▽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による事業所の廃止

  　［福祉局監査指導部］

▽道路法による道路の区域変更及び供用開始

　（市道　玉津村第９号線ほか）

  　［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域変更及び供用開始

　（市道　神出南６号線）

  　［建設局道路管理課］

▽放置自転車等の撤去及び保管

 　　　　［建設局垂水建設事務所］

▽放置自転車等の撤去及び保管

 　　　　［建設局西部建設事務所］

公      告

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（六甲アイランド東部公共上屋新築

　昇降機設備工事） ［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（本庁舎１号館東玄関庇防水改修他

　工事）  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（王子動物園放養式動物舎よう壁改

　修工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（垂水処理場管理本館給湯ボイラ改

　修工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（本庁舎１号館市章ライトアップ設

　備改修他工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和２年度北管内（北部）道路照

　明柱建替工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（ポートアイランド労働者休憩所機

　械設備改修他工事）［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（西部処理場２系水処理上屋施設解

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

　の締結（垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅

　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（神戸総合運動公園テニスコート改

　修工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（広陵公園他改修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（長田楠日尾線（福原）電線共同溝

　整備工事（その１））

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（新港東Ｆ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

　の締結（大塚町３丁目地区他汚水管改築更

　新工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（東灘芦屋線電線共同溝整備他工事）

  ［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（神戸港陸閘等遠隔操作化電気設備

　工事（中突堤、高浜地区他））

  ［行財政局契約監理課］

▽神戸市新長田駅南第２－Ｃ地区等市街地再

　開発審査会委員の任命について

 ［都市局市街地整備部都市整備課］

▽有料公園（布引公園）供用時間の変更

  ［建設局公園部管理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（鵯トンネル他換気設備撤去工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（ポートアイランド労働者休憩所外

　壁改修他工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（清風公民館受変電設備更新工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和２年度北管内（南部）道路照

　明柱建替工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（ＨＡＴ神戸水域利用乗降施設設置

　工事）  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（竹谷林道補修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（中部管内公園施設改修工事（その

　１））  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（西下木津線道路補修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（東落合住宅１６７号棟耐震改修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（ＨＡＴ神戸照明設備改修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（多聞小寺線舗装補修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（大輪田水門，築島水門改修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽建築協定書の提出及びその縦覧（青山台１

　丁目西部住宅地区建築協定）

　　　　［建築住宅局建築指導部建築安全課］

▽特定調達契約に係る随意契約による相手方

　の決定（消防防災情報システム機能改修

　（令和２年度）委託業務契約一式）

  ［消防局総務部施設課］

▽開発行為に関する工事の完了（垂水区小束

　台）   　［都市局指導課］

▽都市公園の設置（美山台小公園）

  ［建設局公園部管理課］

▽都市公園の設置（落合山小公園ほか）

  ［建設局公園部管理課］

▽都市公園の設置（延命寺公園ほか）

  ［建設局公園部管理課］

▽開発行為に関する工事の完了（西区水谷三

　丁目）   　［都市局指導課］

▽放置物件の廃棄

 　　　［港湾局神戸港管理事務所］

▽開発行為に関する工事の完了（西区岩岡町）

 　　［経済観光局調整区域指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（西区押部谷

　町） 　　［経済観光局調整区域指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（西区大沢二

　丁目）  　　　［都市局指導課］

▽都市計画法による都市計画の変更に伴う図

　書の縦覧（神戸国際港都建設計画生産緑地

　地区）  　［都市局都市計画課］

区   役   所

▽臨時運行許可番号標の失効

  ［兵庫区総務部市民課］
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水   道   局

▽神戸市水道局企業職員の給与に関する規程

　の一部を改正する規程

  　［水道局経営企画課］

▽企業職員の職務分類の基準に関する規程の

　一部を改正する規程　［水道局経営企画課］

▽神戸市水道局公用車運行規程の一部を改正

　する規程 　［水道局経営企画課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（奥平野高層送水ポンプ設備更新工

　事）   　［水道局施設課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（東灘（住吉山手）配水管取替工事）

   　［水道局配水課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（須磨（高倉台）配水管取替工事）

   　［水道局配水課］

教 育 委 員 会 

▽神戸市立青少年科学館の館内整理日

 ［教育委員会事務局総務部総務課］
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  条     例  

　神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布す

る。

　　令和２年１１月３０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第２８号

　　　神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例等の一部を改正する条例

　（職員に対する期末手当等の支給に関する条例の一部改正）

第１条　神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例（昭和２８年６月条例第２３号）の一

　部を次のように改正する。

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第２号にお

　いて「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下

　第１号及び第３号において「改正後部分」という。）については，次のとおりとする。

　　⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改正部分を当該

　　　改正後部分に改める。

　　⑵　改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

　　⑶　改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。
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改正前改正後

（期末手当）

第２条　［略］

２　期末手当の額は，算定基礎額に１００分の

　１３０（特別職に属する者にあつては１００分の

　２２２．５（公営企業の管理者にあつては１００分

　の２２５），管理職手当の支給を受ける職員

　で規則で定めるもの及び指定職の職員（神

　戸市職員の給与等に関する条例（昭和２６年

　３月条例第８号）第３条第１項第５号に規

　定する指定職給料表の適用を受ける職員を

　いう。）（以下これらを「特定幹部職員」

　という。）にあつては１００分の１１０，特定任

　期付職員（地方公共団体の一般職の任期付

　職員の採用に関する法律（平成１４年法律第

　４８号）第３条第１項の規定により採用され

　た職員をいう。以下同じ。）にあつては 

　１００分の２２５）を乗じて得た額に，基準日以

　前６箇月以内の期間におけるその者の在職

　期間の次の各号に掲げる区分に応じ，当該

（期末手当）

第２条　［略］

２　期末手当の額は，算定基礎額に１００分の

　１２５（特別職に属する者にあつては１００分の

　２１７．５（公営企業の管理者にあつては１００分

　の２２０），管理職手当の支給を受ける職員

　で規則で定めるもの及び指定職の職員（神

　戸市職員の給与等に関する条例（昭和２６年

　３月条例第８号）第３条第１項第５号に規

　定する指定職給料表の適用を受ける職員を

　いう。）（以下これらを「特定幹部職員」

　という。）にあつては１００分の１０５，特定任

　期付職員（地方公共団体の一般職の任期付

　職員の採用に関する法律（平成１４年法律第

　４８号）第３条第１項の規定により採用され

　た職員をいう。以下同じ。）にあつては 

　１００分の２２０）を乗じて得た額に，基準日以

　前６箇月以内の期間におけるその者の在職

　期間の次の各号に掲げる区分に応じ，当該
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第２条　神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の一部を次のように改正する。

　次の表の第２条による改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

　　第２号において「改正部分」という。）及び第２条による改正後の欄に掲げる規定の下線

　又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）については，

　次のとおりとする。

　　⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改正部分を当該

　　　改正後部分に改める。

　　⑵　改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

　　⑶　改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。
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　各号に定める割合を乗じて得た額とする。

　⑴～⑷　［略］

３　法第２８条の４第１項，第２８条の５第１項

　又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規

　定により採用された職員（以下「再任用職

　員」という。）に対する前項の規定の適用

　については，同項中「１００分の１３０」とある

　のは「１００分の７２．５」と，「１００分の１１０」

　とあるのは「１００分の６２．５」とする。

４，５　［略］

　各号に定める割合を乗じて得た額とする。

　⑴～⑷　［略］

３　法第２８条の４第１項，第２８条の５第１項

　又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規

　定により採用された職員（以下「再任用職

　員」という。）に対する前項の規定の適用

　については，同項中「１００分の１２５」とある

　のは「１００分の７２．５」と，「１００分の１０５」

　とあるのは「１００分の６２．５」とする。

４，５　［略］

第２条による改正前第２条による改正後

（期末手当）

第２条　［略］

２　期末手当の額は，算定基礎額に１００分の

　１２５（特別職に属する者にあつては１００分の

　２１７．５（公営企業の管理者にあつては１００分

　の２２０），管理職手当の支給を受ける職員

　で規則で定めるもの及び指定職の職員（神

　戸市職員の給与等に関する条例（昭和２６年

　３月条例第８号）第３条第１項第５号に規

　定する指定職給料表の適用を受ける職員を

　いう。）（以下これらを「特定幹部職員」

　という。）にあつては１００分の１０５，特定任

　期付職員（地方公共団体の一般職の任期付

　職員の採用に関する法律（平成１４年法律第

　４８号）第３条第１項の規定により採用され

　た職員をいう。以下同じ。）にあつては 

　１００分の２２０）を乗じて得た額に，基準日以

　前６箇月以内の期間におけるその者の在職

（期末手当）

第２条　［略］

２　期末手当の額は，算定基礎額に１００分の

　１２７．５（特別職に属する者にあつては１００分

　の２２０（公営企業の管理者にあつては１００分

　の２２２．５），管理職手当の支給を受ける職

　員で規則で定めるもの及び指定職の職員 

　（神戸市職員の給与等に関する条例（昭和

　２６年３月条例第８号）第３条第１項第５号

　に規定する指定職給料表の適用を受ける職

　員をいう。）（以下これらを「特定幹部職

　員」という。）にあつては１００分の１０７．５，

　特定任期付職員（地方公共団体の一般職の

　任期付職員の採用に関する法律（平成１４年

　法律第４８号）第３条第１項の規定により採

　用された職員をいう。以下同じ。）にあつ

　ては１００分の２２２．５）を乗じて得た額に，基

　準日以前６箇以内の期間におけるその者の



　（職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例の一部改正）

第３条　神戸市職員に対する期末手当等の支給に関する条例の特例に関する条例（平成１１年１０

　月条例第３６号）の一部を次のように改正する。

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第２号にお

　いて「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下

　第１号及び第３号において「改正後部分」という。）については，次のとおりとする。

　　⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改正部分を当該

　　　改正後部分に改める。

　　⑵　改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

　　⑶　改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９４４

　期間の次の各号に掲げる区分に応じ，当該

　各号に定める割合を乗じて得た額とする。

　⑴～⑷　［略］

３　法第２８条の４第１項，第２８条の５第１項

　又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規

　定により採用された職員（以下「再任用職

　員」という。）に対する前項の規定の適用

　については，同項中「１００分の１２５」とある

　のは「１００分の７２．５」と，「１００分の１０５」

　とあるのは「１００分の６２．５」とする。

４，５　［略］

　在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ，

　当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

　る。

　⑴～⑷　［略］

３　法第２８条の４第１項，第２８条の５第１項

　又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規

　定により採用された職員（以下「再任用職

　員」という。）に対する前項の規定の適用

　については，同項中「１００分の１２７．５」とあ

　るのは「１００分の７２．５」と，「１００分の１０７．

　５」とあるのは「１００分の６２．５」とする。

４，５　［略］

改正前改正後

　特別職の職員で常勤のものの給与に関する

条例（昭和２６年３月条例第９号）

第１条に規定する者（教育長及び常勤の監査

委員並びに公営企業の管理者を除く。）に限

り，令和２年度の６月１日及び１２月１日を基

準日とする期末手当に関する神戸市職員に対

する期末手当等の支給に関する条例（昭和２８

年６月条例第２３号）第２条第２項の規定の適

用については，同項中「（特別職に属する者

にあつては１００分の２２２．５（公営企業の管理者

にあつては１００分の２２５）」とあるのは，

「（市長にあつては１００分の２２２．５に１００分の

７０を乗じて得た割合，副市長にあつては１００

分の２２２．５に１００分の８５を乗じて得た割合，公

営企業の管理者にあつては１００分の２２５」とす

　特別職の職員で常勤のものの給与に関する

条例（昭和２６年３月条例第９号）

第１条に規定する者（教育長及び常勤の監査

委員並びに公営企業の管理者を除く。）に限

り，令和２年度の６月１日及び１２月１日を基

準日とする期末手当に関する神戸市職員に対

する期末手当等の支給に関する条例（昭和２８

年６月条例第２３号）第２条第２項の規定の適

用については，同項中「（特別職に属する者

にあつては１００分の２１７．５（公営企業の管理者

にあつては１００分の２２０）」とあるのは， 

「（市長にあつては１００分の２１７．５に１００分の

７０を乗じて得た割合，副市長にあつては１００

分の２１７．５に１００分の８５を乗じて得た割合，公

営企業の管理者にあつては１００分の２２０」とす



３９４５

　　　附　則

　この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条の規定は，令和３年４月１日から施行

する。

―――――――――――――――――

　神戸市市会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

　　令和２年１１月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第２９号

　　　神戸市市会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例

第１条　神戸市市会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和３１年１０月条例

　第２４号）の一部を次のように改正する。

　　次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第２号にお

　いて「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下

　第１号及び第３号において「改正後部分」という。）については，次のとおりとする。

　　⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改正部分を当該

　　　改正後部分に改める。

　　⑵　改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

　　⑶　改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

る。る。

改正前改正後

第６条　［略］

２　期末手当の額は，それぞれその基準日現

　在における第２条に規定する議員報酬の額

　（基準日以前６箇月の期間において同条に

　掲げる職の間に異動のあつたときは，異動

　前及び異動後のそれぞれの在職期間に応じ

　て規則で定める額。以下この項において同

　じ。）及びその議員報酬の額に１００分の２０

　を乗じて得た額の合計額に，６月１日を基

　準日として支給する場合においては１００分

　の２２２．５，１２月１日を基準日として支給す

　る場合においては１００分の２２２．５を乗じて得

　た額に，基準日以前６箇月以内の期間にお

　けるその議員の在職期間の次の各号に掲げ

　る区分に応じ，当該各号に定める割合を乗

第６条　［略］

２　期末手当の額は，それぞれその基準日現

　在における第２条に規定する議員報酬の額

　（基準日以前６箇月の期間において同条に

　掲げる職の間に異動のあつたときは，異動

　前及び異動後のそれぞれの在職期間に応じ

　て規則で定める額。以下この項において同

　じ。）及びその議員報酬の額に１００分の２０

　を乗じて得た額の合計額に，６月１日を基

　準日として支給する場合においては１００分

　の２２２．５，１２月１日を基準日として支給す

　る場合においては１００分の２１７．５を乗じて得

　た額に，基準日以前６箇月以内の期間にお

　けるその議員の在職期間の次の各号に掲げ

　る区分に応じ，当該各号に定める割合を乗



第２条　神戸市市会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように

　改正する。

　　次の表の第２条による改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

　び第２号において「改正部分」という。）及び第２条による改正後の欄に掲げる規定の下線

　又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）については，

　次のとおりとする。

　　⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改正部分を当該

　　　改正後部分に改める。

　　⑵　改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

　　⑶　改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。

　　　附　則

　この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条の規定は，令和３年４月１日から施行

する。

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９４６

　じて得た額とする。

　⑴～⑷　［略］

３～５　［略］

　じて得た額とする。

　⑴～⑷　［略］

３～５　［略］

第２条による改正前第２条による改正後

第６条　［略］

２　期末手当の額は，それぞれその基準日現

　在における第２条に規定する議員報酬の額

　（基準日以前６箇月の期間において同条に

　掲げる職の間に異動のあつたときは，異動

　前及び異動後のそれぞれの在職期間に応じ

　て規則で定める額。以下この項において同

　じ。）及びその議員報酬の額に１００分の２０

　を乗じて得た額の合計額に，６月１日を基

　準日として支給する場合においては１００分

　の２２２．５，１２月１日を基準日として支給す

　る場合においては１００分の２１７．５を乗じて得

　た額に，基準日以前６箇月以内の期間にお

　けるその議員の在職期間の次の各号に掲げ

　る区分に応じ，当該各号に定める割合を乗

　じて得た額とする。

　⑴～⑷　［略］

３～５　［略］

第６条　［略］

２　期末手当の額は，それぞれその基準日現

　在における第２条に規定する議員報酬の額

　（基準日以前６箇月の期間において同条に

　掲げる職の間に異動のあつたときは，異動

　前及び異動後のそれぞれの在職期間に応じ

　て規則で定める額。以下この項において同

　じ。）及びその議員報酬の額に１００分の２０

　を乗じて得た額の合計額に，６月１日を基

　準日として支給する場合においては１００分

　の２２０，１２月１日を基準日として支給する

　場合においては１００分の２２０を乗じて得た額

　に，基準日以前６箇月以内の期間における

　その議員の在職期間の次の各号に掲げる区

　分に応じ，当該各号に定める割合を乗じて

　得た額とする。

　⑴～⑷　［略］

３～５　［略］



３９４７

  規     則  

　神戸市公報発行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年１２月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第３７号

　　　神戸市公報発行規則の一部を改正する規則

　神戸市公報発行規則（昭和４１年３月規則第９３号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第２号におい

て「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１

号及び第３号において「改正後部分」という。）については，次のとおりとする。

　⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改正部分を当該改

　　正後部分に改める。

　⑵　改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

　⑶　改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。

　　　附　則

　この規則は，令和２年１２月１日から施行する。

　

 

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

改正前改正後

　（登載資料の送付）

第４条　公報登載事項が生じたときは，所管

　課長は，公布日の１２日前までに原議ととも

　に公報の原稿を行財政局法務支援課長に送

　付しなければならない。

　（編集発行）

第５条　行財政局法務支援課長は，前条の資

　料に基づいて登載事項を編集し，発行の手

　続をしなければならない。

　（公報の縦覧）

第６条　公報は，市役所及び区役所の掲示場

　に掲示して一般の縦覧に供する。

 

（公報の縦覧）

第４条　公報は，市役所その他の市事務所の

　掲示場への掲示又はインターネットを利用

　する方法により一般の縦覧に供する。



  告     示  

神戸市告示第６１６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２７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１２月５日から令和３年１月２４日まで　

―――――――――――――――――

神戸市告示第６１８号

　次のとおり街区の区域を変更するので，神戸市住居表示条例（昭和４０年３月条例第２５号）第

２条の規定により告示する。

　　令和２年１１月３０日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　街区の区域の変更

　　別図１の東灘区御影山手４丁目の１２街区から１５街区の区域を別図２に示すとおり変更する。

２　実施する期日

　　令和２年１２月４日

 

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９４８

委託先施設名

株式会社　インフィクリエ

　代表取締役　太田　亜弥

　神戸市中央区東町１２２日本真珠会館３Ｆ

神戸市立博物館
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―――――――――――――――――

神戸市告示第６１９号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第１項，地方公営企業法（昭和２７年法律第

２９２号）第４０条の２第１項及び神戸市「財政事情」の公表に関する条例（昭和３９年３月条例第

７３号）の定めるところにより，令和２年４月１日から令和２年９月３０日までの期間における財

政事情を「財政のあらまし」により公表する。

　　令和２年１２月１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第６３０号

　都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第１１８条第１項の規定により，都市再生推進法

人を指定したので，同条第２項の規定により，次のとおり告示する。

　　令和２年１２月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　法人の名称　

　　一般社団法人リバブルシティイニシアティブ

２　法人の住所

　　神戸市兵庫区永沢町４丁目２番２７号

３　事務所の所在地

　　神戸市兵庫区永沢町４丁目２番２７号

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第６３２号

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

の設置の許可の申請があったので，同条第４項の規定により，その概要を次のとおり告示する。

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

項を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

　　令和２年１２月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　申請の概要

　⑴　申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　　名　称　三井製糖株式会社

　　　住　所　東京都中央区日本橋箱崎町３６番２号

　　　代表者　代表取締役社長　森本　卓　

　　　代理人　砂糖生産本部　神戸工場長　小泊　正明

　⑵　工場又は事業場の名称及び所在地

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号



　　　名　称　三井製糖株式会社　神戸工場

　　　所在地　神戸市東灘区深江浜町４８番地

　⑶　特定施設に関する事項

　　ア　特定施設の種類

 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１

 第７号　砂糖製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

　　　　ホ　精製施設

　　イ　特定施設の概要

　　※事業場全体における排出水の汚染状態及び量は変更なし

　⑷　汚水等の処理に関する事項

　　　特定施設からの排水（汚水）は全て、深江浜南地区の排水を一括処理する甲南ユーテイ

　　リテイ㈱（水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１　第７４号　特定施設

　　から排水される水の処理施設）で処理される。

　⑸　排水口に関する事項

　　　公共用水域への排出は間接冷却水のみであり、今回の特定施設設置による排出水の汚染

　　状態、量および汚濁負荷量の増減はない。

２　縦覧の期間及び場所

　⑴　期間　令和２年１２月１５日から令和３年１月５日

　⑵　場所　神戸市環境局環境保全部環境保全指導課

―――――――――――――――――

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９５２

脱色用イオン交換樹脂塔種　　類

第７号　ホ　精製施設特定施設番号

８．０１㎥能　　力

３基基　　数

令和３年１月２１日工事着手予定年月日

令和３年２月１２日工事完成予定年月日

令和３年２月１２日使用開始予定年月日

連続使用

年間稼働　約３００日

使用時間間隔及び

１日当たりの使用時間

並びに季節的変動の概要

最　大通　常項　　目

３０１０化学的酸素要求量（㎎ ／Ｌ）※汚
水
等
の

汚
染
状
態
及
び
量

１７０１４６汚水量（㎥ ／日）※



３９５３

神戸市告示第６３３号

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規

定により次の都市計画を変更したので，同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項

の規定により告示する。

　　令和２年１２月１５日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

１　都市計画の種類

　　神戸国際港都建設計画生産緑地地区

２　都市計画の名称

―――――――――――――――――

神戸市告示第６３４号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文及び第５３条第

１項本文並びに第４６条第１項本文の事業者の指定をしたので，同法第７８条及び第１１５条の１０並

びに第８５条の規定により告示する。

　　令和２年１２月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

有野１６１生産緑地地区

有野１６２生産緑地地区

八多５８生産緑地地区

鹿の子台１生産緑地地区

伊川谷５７生産緑地地区

伊川谷１１５生産緑地地区

伊川谷１２６生産緑地地区

玉津１８生産緑地地区

岩岡１０生産緑地地区

　

須磨５０生産緑地地区

須磨５１生産緑地地区

須磨５２生産緑地地区

須磨５３生産緑地地区

須磨５４生産緑地地区

有野１０生産緑地地区

有野１１生産緑地地区

有野１５生産緑地地区

有野１０８生産緑地地区

有野１６０生産緑地地区

サービス

種類

指定年月日指定申請者

の所在地

指定申請者

の名称

事業所等

の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

介護予防訪

問看護

令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

長田区房王寺

町３丁目５番

２５号神戸朝日

病院

医療法人社団

秀英会

兵庫県神戸市

長田区房王寺

町３丁目６番

１３号

神戸朝日訪問

看護ステーシ

ョン

２８６０６９０２６８

訪問看護令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

長田区房王寺

町３丁目５番

２５号神戸朝日

病院

医療法人社団

秀英会

兵庫県神戸市

長田区房王寺

町３丁目６番

１３号

神戸朝日訪問

看護ステーシ

ョン

２８６０６９０２６８



令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９５４

訪問介護令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

東灘区向洋町

中３丁目１番

地の１０、１番

館１１０９号

株式会社ポッ

ポＹ＆Ｎオオ

タ

兵庫県神戸市

東灘区向洋町

中３丁目１番

地の１０、１番

館１１０９号

介護サービス

　ポッポ

２８７０１０３５１８

訪問介護令和２年

１１月１日

東京都港区赤

坂４丁目９番

１９号　赤坂Ｔ

Ｏビル５階

株式会社

プロップサー

ビス

兵庫県神戸市

東灘区向洋町

中６－９－６

Ｅ－１８

プロップライ

フ

２８７０１０３５２６

訪問介護令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

長田区片山町

２丁目６番２５

号

合同会社トラ

ストミー

兵庫県神戸市

長田区片山町

２丁目６番２５

号

トラストミー

訪問介護サー

ビス

２８７０６０３４６７

訪問介護令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

長田区松野通

４丁目６－４

株式会社まな

び

兵庫県神戸市

長田区松野通

４丁目６－４

神戸ケアステ

ーションつむ

ぐ

２８７０６０３４７５

居宅介護支

援

令和２年

１１月１日

兵庫県西脇市

下 戸田２７４－

２

医療法人社団

やない外科胃

腸科

兵庫県神戸市

垂水区塩屋町

６６４　アリビ

オ塩屋

ケアプランセ

ンター　アリ

ビオ

２８７０８０４３６２

訪問介護令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

中央区花隈町

３１番６号

合同会社ロイ

ヤルライフ

兵庫県神戸市

中央区花隈町

３１番６号

ロイヤルライ

フ

２８７５１０４１１５

介護予防福

祉用具貸与

令和２年

１１月１日

東京都目黒区

大橋２丁目２４

－３

株式会社やさ

しい手

兵庫県神戸市

西区大津和３

－６－４ｼｬﾙﾏ

ﾝﾃﾞｨｱﾝﾄｽ１階

１０１号

やさしい手住

環境事業部神

戸営業所

２８７５２０４９９８

特定介護予

防福祉用具

販売

令和２年

１１月１日

東京都目黒区

大橋２丁目２４

－３

株式会社やさ

しい手

兵庫県神戸市

西区大津和３

－６－４ｼｬﾙﾏ

ﾝﾃﾞｨｱﾝﾄｽ１階

１０１号

やさしい手住

環境事業部神

戸営業所

２８７５２０４９９８

特定福祉用

具販売

令和２年

１１月１日

東京都目黒区

大橋２丁目２４

－３

株式会社やさ

しい手

兵庫県神戸市

西区大津和３

－６－４ｼｬﾙﾏ

ﾝﾃﾞｨｱﾝﾄｽ１階

１０１号

やさしい手住

環境事業部神

戸営業所

２８７５２０４９９８

福祉用具貸

与

令和２年

１１月１日

東京都目黒区

大橋２丁目２４

－３

株式会社やさ

しい手

兵庫県神戸市

西区大津和３

－６－４ｼｬﾙﾏ

ﾝﾃﾞｨｱﾝﾄｽ１階

１０１号

やさしい手住

環境事業部神

戸営業所

２８７５２０４９９８

訪問介護令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

西区神出町東

字丸ヶ岡１１８８

番地３４８

有限会社Ｂ・

Ｈ・Ｌリコー

ルエセンス

兵庫県神戸市

西区神出町東

字丸ヶ岡１１８８

番地３４８

なんきんまめ

ヘルパーステ

ーション

２８７５２０５００３



３９５５

―――――――――――――――――

神戸市告示第６３５号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の５第１項の事業者

の指定をしたので，神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス・介護予防通所サー

ビス事業者の指定に関する要綱第１０条第１号の規定により告示する。

　　令和２年１２月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

サービス

種類

指定年月日指定申請者

の所在地

指定申請者

の名称

事業所等

の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

介護予防訪

問サービス

令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

東灘区向洋町

中３丁目１番

地の１０、１番

館１１０９号

株式会社ポッ

ポＹ＆Ｎオオ

タ

兵庫県神戸市

東灘区向洋町

中３丁目１番

地の１０、１番

館１１０９号

介護サービス

　ポッポ

２８７０１０３５１８

生活支援訪

問サービス

令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

東灘区向洋町

中３丁目１番

地の１０、１番

館１１０９号

株式会社ポッ

ポＹ＆Ｎオオ

タ

兵庫県神戸市

東灘区向洋町

中３丁目１番

地の１０、１番

館１１０９号

介護サービス

　ポッポ

２８７０１０３５１８

介護予防訪

問サービス

令和２年

１１月１日

東京都港区赤

坂４丁目９番

１９号　赤坂Ｔ

Ｏビル５階

株式会 社プ

ロップサービ

ス

兵庫県神戸市

東灘区向洋町

中６－９－６

Ｅ－１８

プロップライ

フ

２８７０１０３５２６

介護予防訪

問サービス

令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

長田区片山町

２丁目６番２５

号

合同会社トラ

ストミー

兵庫県神戸市

長田区片山町

２丁目６番２５

号

トラストミー

訪問介護サー

ビス

２８７０６０３４６７

生活支援訪

問サービス

令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

長田区片山町

２丁目６番２５

号

合同会社トラ

ストミー

兵庫県神戸市

長田区片山町

２丁目６番２５

号

トラストミー

訪問介護サー

ビス

２８７０６０３４６７

介護予防訪

問サービス

令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

長田区松野通

４丁目６－４

株式会社まな

び

兵庫県神戸市

長田区松野通

４丁目６－４

神戸ケアステ

ーションつむ

ぐ

２８７０６０３４７５

生活支援訪

問サービス

令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

長田区松野通

４丁目６－４

株式会社まな

び

兵庫県神戸市

長田区松野通

４丁目６－４

神戸ケアステ

ーションつむ

ぐ

２８７０６０３４７５

介護予防訪

問サービス

令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

中央区花隈町

３１番６号

合同会社ロイ

ヤルライフ

兵庫県神戸市

中央区花隈町

３１番６号

ロイヤルライ

フ

２８７５１０４１１５

生活支援訪

問サービス

令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

中央区花隈町

３１番６号

合同会社ロイ

ヤルライフ

兵庫県神戸市

中央区花隈町

３１番６号

ロイヤルライ

フ

２８７５１０４１１５



―――――――――――――――――

神戸市告示第６３６号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項本文の指定を

したため，同法第７８条の１１の規定により告示する。

　　令和２年１２月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第６３７号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第８２条第２項

の規定に基づいて事業を廃止する旨の届出があったため，同法第７８条第２号及び第８５条第２号

の規定により告示する。

　　令和２年１２月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９５６

介護予防訪

問サービス

令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

西区神出町東

字丸ヶ岡１１８８

番地３４８

有限会社Ｂ・

Ｈ・Ｌリコー

ルエセンス

兵庫県神戸市

西区神出町東

字丸ヶ岡１１８８

番地３４８

なんきんまめ

ヘルパーステ

ーション

２８７５２０５００３

介護予防通

所サービス

令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

北区山田町小

部字向井谷１

－１

株式会社エム

ズプランニン

グ

兵庫県神戸市

北区山田町小

部字向井谷１

－１

リハビリ特化

型デイサービ

ス　リハ長楽

２８９５０００４５９

サービス

種類

指定年月日指定申請者

の所在地

指定申請者

の名称

事業所等

の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

地域密着型

通所介護

令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

北区山田町小

部字向井谷１

－１

株式会社エム

ズプランニン

グ

兵庫県神戸市

北区山田町小

部字向井谷１

－１

リハビリ特化

型デイサービ

ス　リハ長楽

２８９５０００４５９

サービスの

種類

廃止・辞退

の年月日

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

介護保険

事業所番号

訪問介護令和２年

１０月４日

兵庫県神戸市

中央区旭通３

丁目５－６－

１０１

有限会社しん

こう

兵庫県神戸市

中央区旭通３

丁目５－６－

１０１号荿都宮

ビル１階

ケア・サービ

スしんこう

２８７５１０１７６４

居宅介護支

援

令和２年

１０月５日

兵庫県神戸市

兵庫区西上橘

通１丁目１番

株式会社ライ

テック

兵庫県神戸市

兵庫区西上橘

通１丁目１番

神戸たちばな

ケアセンター

２８７０５０３４０２



３９５７令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

８号８号

訪問介護令和２年

１０月１０日

兵庫県神戸市

長田区西丸山

町２丁目１４－

３

株式会社リベ

ルタ

兵庫県神戸市

長田区西丸山

町２丁目１４－

３

ケアサポート

セミコロン

２８７０６０３２０２

訪問介護令和２年

１０月１１日

兵庫県神戸市

中央区旗塚通

５丁目１－１７

有限会社みの

りや

兵庫県神戸市

中央区東雲通

５丁目２－１

みのりやケア

センター

２８７５１０１２３６

居宅介護支

援

令和２年

１０月１８日

兵庫県神戸市

兵庫区今出在

家町３丁目６

番２１号

合同会社安原兵庫県神戸市

兵庫区今出在

家町３丁目６

番２１号

グッドイナフ

ケアプランセ

ンター

２８７０５０３０２２

居宅介護支

援

令和２年

１０月３０日

兵庫県神戸市

東灘区深江南

町四丁目１１番

２６号

一般社団法人

まんまるぅ

兵庫県神戸市

灘区深田町３

丁目３－１２－

２０２

ケアプランセ

ンターまんま

るぅ

２８７０２０２１０４

通所介護令和２年

１０月３１日

兵庫県尼崎市

名神町１丁目

１８番２５号

株 式 会 社

ヴォートル・

ソレイユ

兵庫県神戸市

東灘区本庄町

３丁目７番１７

号

デイサービス

　セルクル

２８７０１０３１１２

訪問介護令和２年

１０月３１日

兵庫県神戸市

灘区船寺通４

丁目６－８

合同会社ＴＲ

Ｙ

兵庫県神戸市

灘区船寺通４

丁目６－８　

シエール灘Ⅱ

２Ｆ

ライフケア　

トライ

２８７０２０２６９０

訪問介護令和２年

１０月３１日

兵庫県神戸市

長田区房王寺

町４丁目５－

９

特定非営利活

動法人スリー

ピース

兵庫県神戸市

長田区房王寺

町４丁目５－

９

ヘルパーステ

ーションスリ

ーピース

２８７０６０１９６６

訪問介護令和２年

１０月３１日

大阪府大阪市

北区中崎西二

丁目４番１２号

　梅 田 セ ン

タービル２５階

エルケア株式

会社

兵庫県神戸市

北区鈴蘭台東

町一丁目５－

１０　アルテ鈴

蘭台２０３号室

エルケア株式

会社　エルケ

ア鈴蘭台ケア

センター

２８７５００３５３１

訪問介護令和２年

１０月３１日

東京都中野区

中央一丁目３５

番６号

ユースタイル

ラボラトリー

株式会社

兵庫県神戸市

中央区浜辺通

３－１－５２　

アミーグラン

コート三宮

１２０７

土屋訪問介護

事業所　こう

べ

２８７５１０３８５１

居宅介護支

援

令和２年

１０月３１日

兵庫県神戸市

須磨区東白川

台１丁目１－

１

医療法人社団

菫会

兵庫県神戸市

西区糀台５丁

目５－２－１

西神すみれデ

イケアサービ

ス

２８７５２０２４２２

居宅介護支令和２年 兵庫県明石市あそび心株式兵庫県神戸市ケアプランセ２８７５２０４６４２



　

―――――――――――――――――

神戸市告示第６３８号

　次の事業者について，介護保険法施行規則第１４０条の６２の３第２項第４号の規定に基づいて

事業を廃止する旨の届出があったため，神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービ

ス・介護予防通所サービス事業者の指定に関する要綱第１０条第２号の規定により告示する。

　　令和２年１２月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９５８

援１０月３１日貴崎３丁目２

番地サンハイ

ツ貴崎２－

１０１

会社西区伊川谷町

有瀬１６１１－１１

ンター　あそ

び心

居宅介護支

援

令和２年

１０月３１日

神奈川県横浜

市港南区上大

岡西一丁目６

番１号

株式会社ツク

イ

兵庫県神戸市

西区伊川谷町

潤和１４２５－４

ツクイ神戸伊

川谷

２８７５２０４９３１

訪問介護令和２年１１

月１日

兵庫県神戸市

兵庫区中道通

１丁目４番１０

号

株式会社

ララ・ピース

兵庫県神戸市

兵庫区中道通

１丁目４番１０

号

ララ・ピース

ケア

２８７０５０３２８７

サービスの

種類

廃止・辞退

の年月日

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

介護保険

事業所番号

介護予防訪

問サービス

令和２年

１０月４日

兵庫県神戸市

中央区旭通３

丁目５－６－

１０１

有限会社しん

こう

兵庫県神戸市

中央区旭通３

丁目５－６－

１０１号荿都宮

ビル１階

ケア・サービ

スしんこう

２８７５１０１７６４

介護予防訪

問サービス

令和２年

１０月１０日

兵庫県神戸市

長田区西丸山

町２丁目１４－

３

株式会社リベ

ルタ

兵庫県神戸市

長田区西丸山

町２丁目１４－

３

ケアサポート

セミコロン

２８７０６０３２０２

生活支援訪

問サービス

令和２年

１０月１０日

兵庫県神戸市

長田区西丸山

町２丁目１４－

３

株式会社リベ

ルタ

兵庫県神戸市

長田区西丸山

町２丁目１４－

３

ケアサポート

セミコロン

２８７０６０３２０２

介護予防訪

問サービス

令和２年

１０月１１日

兵庫県神戸市

中央区旗塚通

５丁目１－１７

有限会社みの

りや

兵庫県神戸市

中央区東雲通

５丁目２－１

みのりやケア

センター

２８７５１０１２３６

生活支援訪

問サービス

令和２年

１０月１１日

兵庫県神戸市

中央区旗塚通

５丁目１－１７

有限会社みの

りや

兵庫県神戸市

中央区東雲通

５丁目２－１

みのりやケア

センター

２８７５１０１２３６



３９５９

―――――――――――――――――

神戸市告示第６３９号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定に基づ

いて事業を廃止する旨の届出があったため，同法第７８条の１１第２号の規定により告示する。

　　令和２年１２月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

介護予防通

所サービス

令和２年

１０月３１日

兵庫県尼崎市

名神町１丁目

１８番２５号

株式会社

ヴォートル・

ソレイユ

兵庫県神戸市

東灘区本庄町

３丁目７番１７

号

デイサービス

　セルクル

２８７０１０３１１２

介護予防訪

問サービス

令和２年

１０月３１日

兵庫県神戸市

灘区船寺通４

丁目６－８

合同会社ＴＲ

Ｙ

兵庫県神戸市

灘区船寺通４

丁目６－８　

シエール灘Ⅱ

２Ｆ

ライフケア　

トライ

２８７０２０２６９０

生活支援訪

問サービス

令和２年

１０月３１日

兵庫県神戸市

灘区船寺通４

丁目６－８

合同会社ＴＲ

Ｙ

兵庫県神戸市

灘区船寺通４

丁目６－８　

シエール灘Ⅱ

２Ｆ

ライフケア　

トライ

２８７０２０２６９０

介護予防訪

問サービス

令和２年

１０月３１日

兵庫県神戸市

長田区房王寺

町４丁目５－

９

特定非営利活

動法人スリー

ピース

兵庫県神戸市

長田区房王寺

町４丁目５－

９

ヘルパーステ

ーションスリ

ーピース

２８７０６０１９６６

介護予防訪

問サービス

令和２年

１０月３１日

大阪府大阪市

北区中崎西二

丁目４番１２号

　梅 田 セ ン

タービル２５階

エルケア株式

会社

兵庫県神戸市

北区鈴蘭台東

町一丁目５－

１０　アルテ鈴

蘭台２０３号室

エルケア株式

会社　エルケ

ア鈴蘭台ケア

センター

２８７５００３５３１

生活支援訪

問サービス

令和２年

１０月３１日

大阪府大阪市

北区中崎西二

丁目４番１２号

　梅 田 セ ン

タービル２５階

エルケア株式

会社

兵庫県神戸市

北区鈴蘭台東

町一丁目５－

１０　アルテ鈴

蘭台２０３号室

エルケア株式

会社　エルケ

ア鈴蘭台ケア

センター

２８７５００３５３１

介護予防訪

問サービス

令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

兵庫区中道通

１丁目４番１０

号

株式会社

ララ・ピース

兵庫県神戸市

兵庫区中道通

１丁目４番１０

号

ララ・ピース

ケア

２８７０５０３２８７

サービスの

種類

廃止・辞退

の年月日

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

介護保険

事業所番号

地域密着型令和２年大阪府寝屋川株式会社　誠兵庫県神戸市デイサービス２８９０８００４８１



―――――――――――――――――

神戸市告示第６４０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項の事業者の指定をしたので，同法第５１条の規定により告示す

る。

　　令和２年１２月１５日　

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９６０

サービス

種類

指定年月日指定申請者

の所在地

指定申請者

の名称

事業所等

の所在地

事業所等

の名称

介護保険

事業所番号

居宅介護令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

東灘区鴨子ケ

原３－２８－３

ビバアルファ

３０１

合同会社アル

モニィ

兵庫県神戸市

東灘区住吉宮

町３丁目１０番

２２号

訪問介護事業

所　リアン

２８１０１０１２６７

重度訪問介

護

令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

東灘区鴨子ケ

原３－２８－３

ビバアルファ

３０１

合同会社アル

モニィ

兵庫県神戸市

東灘区住吉宮

町３丁目１０番

２２号

訪問介護事業

所　リアン

２８１０１０１２６７

居宅介護令和２年

１１月１日

東京都港区赤

坂４丁目９番

１９号　赤坂Ｔ

Ｏビル５階

株式会社

プロップサー

ビス

兵庫県神戸市

東灘区向洋町

中６－９　６

Ｅ－１８

プロップライ

フ

２８１０１０１２７５

重度訪問介

護

令和２年

１１月１日

東京都港区赤

坂４丁目９番

１９号　赤坂Ｔ

Ｏビル５階

株式会社

プロップサー

ビス

兵庫県神戸市

東灘区向洋町

中６－９　６

Ｅ－１８

プロップライ

フ

２８１０１０１２７５

居宅介護令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

中央区下山手

通４丁目６番

１１号近石ビル

２Ｆ

合同会社メル

セデス

兵庫県神戸市

中央区下山手

通４丁目６番

１１号近石ビル

２Ｆ

めるケア神戸２８１５１０１８６６

重度訪問介

護

令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

中央区下山手

通４丁目６番

１１号近石ビル

２Ｆ

合同会社メル

セデス

兵庫県神戸市

中央区下山手

通４丁目６番

１１号近石ビル

２Ｆ

めるケア神戸２８１５１０１８６６

居宅介護令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

中央区花隈町

合同会社ロイ

ヤルライフ

兵庫県神戸市

中央区花隈町

ロイヤルライ

フ

２８１５１０１８７４

通所介護１０月３１日市明和１丁目

２７番１６号

和垂水区小束山

６丁目８番８

号

　夢楽人　小

束山店



３９６１

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第６４１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項の規定に基づいて事業を廃止する旨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１２月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

３１番６号３１番６号

重度訪問介

護

令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

中央区花隈町

３１番６号

合同会社ロイ

ヤルライフ

兵庫県神戸市

中央区花隈町

３１番６号

ロイヤルライ

フ

２８１５１０１８７４

居宅介護令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

西区神出町東

字丸ヶ岡１１８８

番地３４８

有限会社Ｂ・

Ｈ・Ｌリコー

ルエセンス

兵庫県神戸市

西区神出町東

字丸ヶ岡１１８８

番地３４８

なんきんまめ

ヘルパーステ

ーション

２８１５２０１９０６

サービス

種類

廃止の

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

介護保険

事業所番号

同行援護令和２年

１０月３１日

兵庫県神戸市

東灘区向洋町

中二丁目１０番

地　六甲アイ

ランドビル４

階

MTIジャパン

株式会社

兵庫県神戸市

東灘区向洋町

中二丁目１０番

地　六甲アイ

ランドビル４

階

Vitalite　

de vivre ～ラ

イフアシスト

のヴィタリテ

～

２８１０１００６９９

居宅介護令和２年

１０月３１日

兵庫県神戸市

灘区船寺通４

丁目６－８

合同会社ＴＲ

Ｙ

兵庫県神戸市

灘区船寺通４

丁目６－８　

シエール灘Ⅱ

２Ｆ

ライフケア　

トライ

２８１０２００７８８

重度訪問介

護

令和２年

１０月３１日

兵庫県神戸市

灘区船寺通４

丁目６－８

合同会社ＴＲ

Ｙ

兵庫県神戸市

灘区船寺通４

丁目６－８　

シエール灘Ⅱ

２Ｆ

ライフケア　

トライ

２８１０２００７８８

行動援護令和２年

１０月３１日

兵庫県神戸市

灘区船寺通４

丁目６－８

合同会社ＴＲ

Ｙ

兵庫県神戸市

灘区船寺通４

丁目６－８　

シエール灘Ⅱ

２Ｆ

ライフケア　

トライ

２８１０２００７８８

同行援護令和２年

１０月３１日

兵庫県神戸市

灘区船寺通４

合同会社ＴＲ

Ｙ

兵庫県神戸市

灘区船寺通４

ライフケア　

トライ

２８１０２００７８８



令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９６２

丁目６－８丁目６－８　

シエール灘Ⅱ

２Ｆ

居宅介護令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

兵庫区中道通

１丁目４番１０

号

株式会 社ラ

ラ・ピース

兵庫県神戸市

兵庫区中道通

１丁目４番１０

号

ララ・ピース

ケア

２８１０５０１３２６

重度訪問介

護

令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

兵庫区中道通

１丁目４番１０

号

株式会 社ラ

ラ・ピース

兵庫県神戸市

兵庫区中道通

１丁目４番１０

号

ララ・ピース

ケア

２８１０５０１３２６

同行援護令和２年

１１月１日

兵庫県神戸市

長田区六番町

２丁目６番地

有限会 社マ

ザー

兵庫県神戸市

長田区六番町

２丁目６番地

マザー２８１０６０００５２

居宅介護令和２年

１０月３１日

兵庫県神戸市

長田区房王寺

町４丁目１５－

９

特定非営利活

動法人スリー

ピース

兵庫県神戸市

長田区房王寺

町４丁目５－

９

ヘルパーステ

ーションスリ

ーピース

２８１０６００６７２

居宅介護令和２年

１０月１６日

兵庫県神戸市

長田区西丸山

町２丁目１４－

３

株式会社リベ

ルタ

兵庫県神戸市

長田区西丸山

町２丁目１４－

３

ケアサポート

セミコロン

２８１０６０１６１３

重度訪問介

護

令和２年

１０月１６日

兵庫県神戸市

長田区西丸山

町２丁目１４－

３

株式会社リベ

ルタ

兵庫県神戸市

長田区西丸山

町２丁目１４－

３

ケアサポート

セミコロン

２８１０６０１６１３

同行援護令和２年

１０月１６日

兵庫県神戸市

長田区西丸山

町２丁目１４－

３

株式会社リベ

ルタ

兵庫県神戸市

長田区西丸山

町２丁目１４－

３

ケアサポート

セミコロン

２８１０６０１６１３

居宅介護令和２年

１０月３１日

大阪府大阪市

北区中崎西二

丁 目４番１２

号 梅田セン

タービル２５階

エルケア株式

会社

兵庫県神戸市

北区鈴蘭台東

町一丁目５－

１０　アルテ鈴

蘭台２０３号室

エルケア株式

会社　エルケ

ア鈴蘭台ケア

センター

２８１５００１２５６

重度訪問介

護

令和２年

１０月３１日

大阪府大阪市

北区中崎西二

丁 目４番１２

号 梅田セン

タービル２５階

エルケア株式

会社

兵庫県神戸市

北区鈴蘭台東

町一丁目５－

１０　アルテ鈴

蘭台２０３号室

エルケア株式

会社　エルケ

ア鈴蘭台ケア

センター

２８１５００１２５６

同行援護令和２年

１０月３１日

大阪府大阪市

北区中崎西二

丁 目４番１２

号 梅田セン

タービル２５階

エルケア株式

会社

兵庫県神戸市

北区鈴蘭台東

町一丁目５－

１０　アルテ鈴

蘭台２０３号室

エルケア株式

会社　エルケ

ア鈴蘭台ケア

センター

２８１５００１２５６



３９６３

―――――――――――――――――

 

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

居宅介護令和２年

１０月４日

兵庫県神戸市

中央区旭通３

丁目５－６－

１０１号

有限会社しん

こう

兵庫県神戸市

中央区旭通３

丁目５－６－

１０１号

ケア・サービ

スしんこう

２８１５１００１６５

重度訪問介

護

令和２年

１０月４日

兵庫県神戸市

中央区旭通３

丁目５－６－

１０１号

有限会社しん

こう

兵庫県神戸市

中央区旭通３

丁目５－６－

１０１号

ケア・サービ

スしんこう

２８１５１００１６５

居宅介護令和２年

１０月１１日

兵庫県神戸市

中央区旗塚通

５丁目１番１７

号

有限会社みの

りや

兵庫県神戸市

中央区東雲通

５丁目２－１

みのりやケア

センター

２８１５１００３４８

重度訪問介

護

令和２年

１０月１１日

兵庫県神戸市

中央区旗塚通

５丁目１番１７

号

有限会社みの

りや

兵庫県神戸市

中央区東雲通

５丁目２－１

みのりやケア

センター

２８１５１００３４８

同行援護令和２年

１０月１１日

兵庫県神戸市

中央区旗塚通

５丁目１番１７

号

有限会社みの

りや

兵庫県神戸市

中央区東雲通

５丁目２－１

みのりやケア

センター

２８１５１００３４８

居宅介護令和２年

１０月５日

兵庫県神戸市

中央区磯辺通

１丁目１－５

有限会社Ｈａ

ｎａ－ｃｏｒ

ｐｏｒａｔｉ

ｏｎ

兵庫県神戸市

中央区生田町

４丁目６－９

－２０３

フラワー２８１５１００６８６

重度訪問介

護

令和２年

１０月５日

兵庫県神戸市

中央区磯辺通

１丁目１－５

有限会社Ｈａ

ｎａ－ｃｏｒ

ｐｏｒａｔｉ

ｏｎ

兵庫県神戸市

中央区生田町

４丁目６－９

－２０３

フラワー２８１５１００６８６

居宅介護令和２年

１０月３１日

東京都中野区

中央１丁目３５

番６号　レッ

チフィールド

中野坂上ビル

６Ｆ

ユースタイル

ラボラトリー

株式会社

兵庫県神戸市

中央区浜辺通

３－１－５２　

アミーグラン

コート三宮

１２０７

土屋訪問介護

事業所　こう

べ

２８１５１０１５３６

重度訪問介

護

令和２年

１０月３１日

東京都中野区

中央１丁目３５

番６号　レッ

チフィールド

中野坂上ビル

６Ｆ

ユースタイル

ラボラトリー

株式会社

兵庫県神戸市

中央区浜辺通

３－１－５２　

アミーグラン

コート三宮

１２０７

土屋訪問介護

事業所　こう

べ

２８１５１０１５３６



神戸市告示第６４２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１２月１６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２９日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年１２月１５日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第６４３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１２月１６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２９日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年１２月１５日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９６４

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　　５．６０

最小　　５．２０

１７．９０新神戸市西区玉津町出合字出

口２９８番１地先から

神戸市西区玉津町出合字出

口２９８番４地先まで

玉津村第９

号線

市道

最大　　５．３０

最小　　４．５０

１７．９０旧

最大　　４．６０

最小　　４．５０

６．００新神戸市西区玉津町出合字出

口２８１番２地先から

神戸市西区玉津町出合字寺

田３０４番３地先まで

下津橋線市道

最大　　３．００

最小　　２．８０

６．００旧

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

最大　　６．００

最小　　４．００

１５．００新神戸市西区神出町南字中野

５３０番２地先から

神戸市西区神出町南字中野

５３０番２地先まで

神出南６号

線

市道

最大　　５．００

最小　　４．００

８．５０旧



３９６５

神戸市告示第６４４号

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

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

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

　　令和２年１２月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　垂水自転車保管所

　　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。

別表

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

垂水区福田５丁目６番２０号

建設局垂水建設事務所

電話　７０７－０２３４

令和２年１１月４日台

台

３

１

自転車

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

垂水区西舞子８丁目２０番

１９号

垂水保管所
台

台

２

１

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

塩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１１月９日台

台

４

３

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

２

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１１月１２日台

台

３

１

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域



―――――――――――――――――

神戸市告示第６４５号

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

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

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

　　令和２年１２月１５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造

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

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

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９６６

台

台

１

０

自転車

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

塩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１１月１７日台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

塩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１１月２０日台

台

２

２

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

１

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１１月２４日台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１１月２６日台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

１

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

塩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１０月２６日台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

垂水区管内長期放置



３９６７

３　返還事務を行う時間

　⑴　西部保管所・西代保管所

　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

　⑵　須磨保管所・名谷保管所

　　ア　火曜日・木曜日　午後３時から午後７時まで

　　　　（ただし、即時撤去日より７日間は⑴と同様の運用とする。）

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

問 い 合 わ せ 先
撤去及び保管した

年月日

撤去及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管および

返還の場所

神戸市須磨区妙法寺字ヌメリ石

１番地の１

建設局西部建設事務所

電話　７４２－２４２４

令和２年１１月５日

台

台

１４

１

自転車

原動機付自転車

高速長田駅周辺

自転車等放置禁止区域
長田区西代通１丁目１番

西代保管所
台６自転車長田・須磨区管内長期放置

令和２年１１月１０日
台３７自転車

新長田駅周辺

自転車等放置禁止区域
長田区駒栄町２丁目１番

西部保管所
台３０自転車長田・須磨区管内長期放置

令和２年１１月１１日
台５自転車

須磨・須磨海浜公園駅周辺

自転車等放置禁止区域
須磨区須磨浦通２丁目２番

須磨保管所
台１自転車長田・須磨区管内長期放置

令和２年１１月１２日台７自転車
板宿駅（南・北）周辺

自転車等放置禁止区域

長田区西代通１丁目１番

西代保管所

令和２年１１月１７日

台３自転車
鷹取駅（南・北）周辺

自転車等放置禁止区域長田区駒栄町２丁目１番

西部保管所 台

台

３７

２

自転車

原動機付自転車
長田・須磨区管内長期放置

令和２年１１月１８日
台１自転車

名谷・妙法寺駅周辺

自転車等放置禁止区域
須磨区中落合２丁目１番

名谷保管所
台１０自転車長田・須磨区管内長期放置

令和２年１１月１９日

台５自転車
高速長田駅・西代駅周辺

自転車等放置禁止区域長田区西代通１丁目１番

西代保管所 台

台

２４

１

自転車

原動機付自転車
長田・須磨区管内長期放置

令和２年１１月２４日台２６自転車
新長田駅周辺

自転車等放置禁止区域

長田区駒栄町２丁目１番

西部保管所



  公     告  

神戸市公告第９３０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２７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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９６８

単独企業形態

機械器具設置工事業に係る建設業の許可建設業の許可

機械器具設置工事業の総合評定値が１，０００点以上

　ただし，平成３０年１０月３０日以降の審査基準日のものに限る。

経営事項審査

の結果の点数

⑴　平成３０年１０月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。

その他

六甲アイランド東部公共上屋新築昇降機設備工事工 事 名

神戸市東灘区向洋町東三丁目工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和４年３月３１日完成期限

昇降機設備工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

台５自転車長田・須磨区管内長期放置

令和２年１１月２５日台３自転車
板宿駅（南・北）周辺

自転車等放置禁止区域

長田区西代通１丁目１番

西代保管所



３９６９

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

令和２年１１月２７日（金）～１２月４日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８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

入札説明書によります。

方 法

令和２年１２月９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

　・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。



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９３１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２７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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９７０

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

本庁舎１号館東玄関庇防水改修他工事工 事 名

神戸市中央区加納町６－５－１工事場所

令和３年３月１９日完成期限

東玄関庇防水層改修，地下２階倉庫（２）間仕切壁改修，３階タラップ室鋼製建

具改修，１７～１９階書庫壁改修
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

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
その他



３９７１

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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

令和２年１１月２７日（金）～１２月４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

　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。

第１日目　令和２年１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８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

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９３２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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９７２

令和２年１２月９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

王子動物園放養式動物舎よう壁改修工事工 事 名

神戸市灘区王子町３－１（王子動物園内）工事場所

令和３年３月１９日完成期限

よう壁補強・改修，塗装改修他工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

入札説明書等によります。



３９７３

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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年１１月２７日（金）～１２月４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
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９３３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２７日

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９７４

第１日目　令和２年１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８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１２月９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

　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）

契約監理課提出場所



３９７５

     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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

垂水処理場管理本館給湯ボイラ改修工事工 事 名

神戸市垂水区平磯１丁目１－６５工事場所

令和３年３月２２日完成期限

垂水処理場管理本館給湯ボイラを更新する材工一式。工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

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。

※　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



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９７６

令和２年１１月２７日（金）～１２月４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１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８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１２月９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



３９７７

　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９３４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２７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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

本庁舎１号館市章ライトアップ設備改修他工事工 事 名

神戸市中央区加納町６丁目５―１工事場所

令和３年３月２６日完成期限

本庁舎１号館内に設置されている市章ライトアップ設備改修及び１４階会議室内

の照明改修工事一式
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

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。

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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９７８

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２７日（金）～１２月４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１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８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１２月９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」

方　　法



３９７９

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９３５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２７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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年度北管内（北部）道路照明柱建替工事工 事 名

神戸市北区工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年６月３０日完成期限

道路照明柱建替　３９基工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事
等級



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９８０

請負入札参加資格における等級をいう。

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年１１月２７日（金）～１２月４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１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８日（火）午前９時～午後３時
日 時



３９８１

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９３６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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

　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１２月９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

ポートアイランド労働者休憩所機械設備改修他工事工 事 名

神戸市中央区港島７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５月２８日完成期限

ポートアイランド労働者休憩所の便所改修工事及び空調改修工事一式

上記に伴う建築（内装改修のみ），電気設備工事一式
工事概要



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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９８２

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

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他



３９８３

　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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

令和２年１１月２７日（金）～１２月４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１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８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１２月９日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無



神戸市公告第９３７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２７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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９８４

西部処理場２系水処理上屋施設解体他工事工 事 名

神戸市長田区南駒栄町１－４４工事場所

令和３年３月１５日　完成期限

屋上施設（車庫）解体撤去工事，屋上施設（倉庫）屋根改修工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

解体工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「解体」を希望業種と

して登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　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



３９８５

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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８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２７日（金）～１２月４日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８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１２月９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



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９３８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２７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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９８６

垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事その３工 事 名

神戸市須磨区明神町５丁目工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年６月３０日完成期限

土工　一式，　擁壁工　一式，　排水構造物工　一式，　構造物撤去工　一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

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

土工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



３９８７

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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８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２７日（金）～１２月４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１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８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１２月９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」

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９３９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２７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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９８８

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

神戸総合運動公園テニスコート改修工事工 事 名

神戸市須磨区緑台　神戸総合運動公園内工事場所

令和３年３月１９日　完成期限

砂入り人工芝撤去工　２，２２０㎡，　透水性アスファルト舗装工　４２㎡，

砂入り人工芝舗装工　２，２２０㎡，　他
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

単独企業形態

土木工事業，造園工事業又は舗装工事業に係る建設業の許可。建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「運動施設」を第１希登録業種



３９８９

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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

望又は第２希望として登録していること。

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２７日（金）～１２月４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１２月７日（月）午前９時～午後８時日 時



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第９４０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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９９０

第２日目　令和２年１２月８日（火）午前９時～午後３時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年１２月９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

広陵公園他改修工事工 事 名

神戸市北区広陵町２　広陵公園　他１公園工事場所

令和３年３月１５日　完成期限



３９９１

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

［広陵公園］インターロッキングブロック舗装工－２　２２８㎡，

　　　　　　水飲み台工１基　他

［出坂山公園］インターロッキングブロック舗装工－２　７０㎡，

　　　　　　　水飲み台工１基　他

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

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



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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９９２

令和２年１１月２７日（金）～１２月４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１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８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１２月９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



３９９３

―――――――――――――――――

神戸市公告第９４１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２７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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木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

その他

長田楠日尾線（福原）電線共同溝整備工事（その１）工 事 名

神戸市兵庫区西上橘通１丁目～西上橘通２丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

電線共同溝　Ｌ＝１４６．８ｍ，　道路復旧工　１式，　

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



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９９４

　　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２７日（金）～１２月８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１２月９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１０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１２月１１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



３９９５

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９４２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２７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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

新港東Ｆ上屋止水板設置工事工 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，予算繰越決議の上は令和３年１０月２９日完成期限

止水板（ＲＣ基礎共）設置工事　一式

上記に伴う取合補修等工事他　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



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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９９６

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２７日（金）～１２月１１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１２月１４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１５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



３９９７

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９４３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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

令和２年１２月１６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

大塚町３丁目地区他汚水管改築更新工事工 事 名

神戸市長田区大塚町３丁目　他工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年１１月３０日完成期限



２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号３９９８

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。

その他

管きょ更生工　φ２００　Ｌ＝２７．３４ｍ，φ２５０　Ｌ＝７０６．４７ｍ

管きょ工（開削）　Ｋ１φ２００　Ｌ＝１８．４０ｍ，Ｋ１φ２５０　Ｌ＝５．６５ｍ

管きょ工（撤去）　ＨＰφ２５０　Ｌ＝１９４．３２ｍ

マンホール工　一式，取付管及びます工　一式，付帯工　一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



３９９９

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

令和２年１１月２７日（金）～１２月１１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１２月１６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

第１日目　令和２年１２月１４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１５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

　・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。



　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９４４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２７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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０００

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

東灘芦屋線電線共同溝整備他工事工 事 名

神戸市東灘区深江南町４丁目～深江浜町工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年１２月１７日完成期限

工事延長Ｌ＝２５０ｍ，土工一式，管路工Ｌ＝１，９９０ｍ，舗装工Ａ＝１，２１４㎡，

薄層カラー舗装工Ａ＝５９５㎡，街渠工一式，区画線工一式，

歩道照明灯設置工Ｎ＝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

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

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



４００１

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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

　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２７日（金）～１２月１１日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月１４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１５日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

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



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第９４５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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４００２

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１２月１６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

神戸港陸閘等遠隔操作化電気設備工事（中突堤，高浜地区他）工 事 名

神戸市中央区波止場町５他工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年７月３１日完成期限

陸閘遠隔化に伴う電気設備工事

上記に伴う土木工事一式
工事概要



４００３

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

上記に伴う陸閘改造工事一式

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

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他



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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４００４

令和２年１１月２７日（金）～１２月１１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１２月１４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１５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１２月１６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



４００５

―――――――――――――――――

神戸市公告第９４６号

　都市再開発法（昭和４４年法律第３８号。以下「法」という。）第５７条第４項の規定により，神

戸市新長田駅南第１地区久二塚５市街地再開発審査会，神戸市新長田駅南第２－Ｃ地区市街地

再開発審査会，神戸市新長田駅南第３地区（大橋３地区）市街地再開発審査会の委員を任命し

たので，神戸国際港都建設事業第二種市街地再開発事業施行規程（昭和６１年６月条例第１３号）

第１４条の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年１１月２７日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市公告第９７４号

　神戸市都市公園条例施行規則（昭和３３年３月規則第１１７号）第５条第３項の規定により，布

引公園の，令和３年１月１日（金・祝）の開園時間を午前６時に変更する。

　　令和２年１１月２７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第９５１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１２月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

鵯トンネル他換気設備撤去工事工 事 名

神戸市兵庫区鵯越筋　

北区山田町下谷上
工事場所

令和３年３月３１日完成期限

１．鵯トンネル内ジェットファンの撤去工事　一式（電気設備含む）

２．小部トンネル内ジェットファンの撤去工事　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

委員の住所委員の氏名委員の別

兵庫県三田市武庫が丘土田　正顕法第５７条第４項第１号に掲げる

者のうちから任命した委員



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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４００６

単独企業形態

機械器具設置工事業に係る建設業の許可建設業の許可

⑴　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年１２月２日（水）～１２月８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

受付期間



４００７

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９５２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１２月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

第１日目　令和２年１２月９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１０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１２月１１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

　５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。）

３　入札に必要な書類を示す場所

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４００８

ポートアイランド労働者休憩所外壁改修他工事工 事 名

神戸市中央区港島７丁目１３番工事場所

令和３年３月３１日完成期限

外壁改修・屋上防水，便所改修工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他



４００９

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

令和２年１２月２日（水）～１２月８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１２月９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１０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１２月１１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



　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９５３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１２月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０１０

清風公民館受変電設備更新工事工 事 名

神戸市中央区楠町８丁目１０―３工事場所

令和３年３月２６日　完成期限

清風公民館受変電設備更新工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

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

その他



４０１１

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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８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１２月２日（水）～１２月８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１２月９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１０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１２月１１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



　　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９５４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１２月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０１２

令和２年度北管内（南部）道路照明柱建替工事工 事 名

神戸市北区工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年６月３０日完成期限

道路照明柱建替　１７基工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

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

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

その他



４０１３

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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

　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１２月２日（水）～１２月８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１２月９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１０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



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９５５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１２月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０１４

令和２年１２月１１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

ＨＡＴ神戸水域利用乗降施設設置工事工 事 名

神戸市中央区脇浜海岸通４丁目地先工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年５月３１日完成期限

乗降施設設置　１基工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



４０１５

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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「港湾土木」を登録

業種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年１２月２日（水）～１２月８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



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９５６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１２月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０１６

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１０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１２月１１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



４０１７

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。）

３　入札に必要な書類を示す場所

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

竹谷林道補修工事工 事 名

神戸市北区有野町唐櫃字六甲山工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

路盤工　Ａ＝２０４㎡，コンクリート舗装工　Ａ＝３９６㎡，　水路工　Ｌ＝１０ｍ工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

土木Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　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



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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０１８

令和２年１２月２日（水）～１２月８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１２月９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１０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１２月１１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



４０１９

　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９５７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１２月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

中部管内公園施設改修工事（その１）工 事 名

神戸市中央区山本通１丁目　山本通東公園，神戸市中央区熊内町１丁目

上筒井公園
工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

［山本通東公園］遊戯施設工　一式

［上筒井公園］ブロック積擁壁工　一式　　鉄柵工　一式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

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

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０２０

　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１２月２日（水）～１２月８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１２月９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１０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１２月１１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



４０２１

　　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９５８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１２月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

西下木津線道路補修工事工 事 名

神戸市西区見津が丘３丁目工事場所

令和３年３月１５日完成期限

車道切削オーバーレイ工　２，６７０㎡，歩道舗装工　１２７㎡，

クラック補修工　２，９５４ｍ，中央分離帯補修工　１６５㎡，

区画線設置工　１，８５８ｍ，植栽桝撤去工　１２箇所，　他

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

舗装工事業に係る建設業の許可建設業の許可

舗装Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級



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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０２２

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「舗装」を第１希望

として登録していること。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年１２月２日（水）～１２月８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１２月９日（水）午前９時～午後８時日 時



４０２３

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９５９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１２月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

第２日目　令和２年１２月１０日（木）午前９時～午後３時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年１２月１１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

東落合住宅１６７号棟耐震改修工事工 事 名

神戸市須磨区東落合１丁目５工事場所

令和４年１月２５日　完成期限



２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０２４

昭和５２年度建設，ＳＲＣ造９階建，１３５戸の共同住宅の耐震改修工事　一式

１．鉄骨ブレース補強工事

２．耐震壁補強工事

３．耐震ブロック補強工事

４．耐震スリット設置工事

５．上記に伴う設備改修工事　一式

工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。
前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級　

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

その他



４０２５

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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８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１２月２日（水）～１２月１５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１２月１６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１７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１２月１８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



　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９６０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１２月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０２６

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

ＨＡＴ神戸照明設備改修工事工 事 名

神戸市中央区脇浜海岸通１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

ＨＡＴ神戸の照明設備の改修及びライトアップ照明の新設に伴う電気設備工事

一式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

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。

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。

その他



４０２７

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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年１２月２日（水）～１２月１５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１２月１６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１７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９６１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１２月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０２８

令和２年１２月１８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

多聞小寺線舗装補修工事工 事 名

神戸市垂水区学が丘４丁目～垂水区小束山６丁目工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

工事延長　Ｌ＝１．１㎞，　舗装工　Ａ＝１４，７６９㎡，　区画線工　一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



４０２９

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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

単独企業形態

舗装工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

舗装Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　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１２月２日（水）～１２月１５日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号
受付期間



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第９６２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１２月２日

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０３０

　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）

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１２月１６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１７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１２月１８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



４０３１

     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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

大輪田水門，築島水門改修工事工 事 名

神戸市兵庫区切戸町，船大工町工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和４年３月３１日完成期限

本工事は，大輪田水門，築島水門について，経年劣化が著しいため，機器の改

修・更新を行うものである。これには，照査設計，製作，据付，撤去，試運転

及び調整までの一切を含む。

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

鋼構造物工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「鋼構造物」を登録業

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

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。

　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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０３２

　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１２月２日（水）～１２月１５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１２月１６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１７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１２月１８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



４０３３

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９６３号

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７０条第１項の規定による建築協定書の提出があった

ので，同法第７１条の規定により公告します。

この建築協定書は，神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課において，関係人の縦覧に供しま

す。

　　令和２年１２月２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　建築協定の名称

　　青山台１丁目西部住宅地区建築協定

２　建築協定区域の位置

　　神戸市垂水区青山台１丁目１２番地４他　

３　縦覧期間

　　令和２年１２月２日から令和３年１月４日まで

４　連絡先

　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号

　　神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課

　　電話（０７８）５９５－６５５５

―――――――――――――――――

神戸市公告第９７８号

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

号）第１１条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

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

す。

　　令和２年１２月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　随意契約に係る物品の名称及び数量

　　消防防災情報システム機能改修（令和２年度）委託業務契約一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市消防局総務部施設課

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８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



　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年１０月５日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社日立製作所　神戸支店

　　　　支店長　本田　正昭

　　神戸市中央区雲井通７丁目１番１号

５　随意契約に係る契約金額

　　３４，９４８，１００円

７　契約の相手方を決定した手続

　　次項に規定する理由により，第４項に規定する者以外に契約の相手方となるべき者がいな

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

８　随意契約理由

　　消防防災情報システムは平成２３年度に株式会社日立製作所が開発したシステムであり，運

　用中のシステムに影響を与えずにハードウェア，ソフトウェアの更新作業を実施できるのは

　開発業者のみである。さらに機器更新後の総合調整も開発業者の技術者以外には行うことが

　できず，他の事業者の技術者では実施することができないため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第９７９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１２月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市垂水区小束台８６８番３７　の内３工区

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　加古川市別府町別府８６５番１

　　　医療法人社団　順心会

　　　　理事長　栗原　英治

３　許可番号

　　平成３０年１２月１２日　第６９２５号

―――――――――――――――――

神戸市公告第９８０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１２月１５日

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０３４



４０３５

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　設置する都市公園

　⑴　名称，位置及び区域

　⑵　供用開始の年月日

　　　令和２年１２月１５日

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第９８１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１２月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　設置する都市公園

　⑴　名称，位置及び区域

　⑵　供用開始の年月日

　　　令和２年１２月１５日

―――――――――――――――――

神戸市公告第９８２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１２月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　設置する都市公園

　⑴　名称，位置及び区域

　

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８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
垂水区美山台１丁目美山台小公園

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

須磨区北落合５丁目

長田区大丸町１丁目

長田区五位ノ池町１丁目

落合山小公園

大丸町小公園

五位ノ池町小公園

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

西区白水１丁目

西区北山台１丁目

延命寺公園

西盛小公園



　⑵　供用開始の年月日

　　　令和２年１２月１５日 

―――――――――――――――――

神戸市公告第９８３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１２月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市西区水谷３丁目２４５番１，２４５番２，２４６番２の一部，２４５番２地先里道，

　　２２６番４地先水路，２４６番２地先里道

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　加古川市加古川町溝之口５８４番地

　　株式会社　三建

　　代表取締役　川口　雅巳

３　許可番号

　　令和２年７月７日　　　第 ７０４３ 号

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第９８４号

　神戸市港湾施設条例（昭和４８年４月１日条例第１３号。以下，「条例」という）第２条に定め

る神戸港港湾施設において，条例第１９条に規定する市長の許可を得ずに駐車し以下の車両を放

置する禁止行為がありました。この禁止行為に対し，港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第５６条

の４に基づき物件の撤去を命じる公告（令和２年６月９日神戸市公告第２０７号）にて命じまし

たが，撤去予定日までに物件の撤去がなされませんでしたので，令和２年７月１５日に当該物件

の撤去を行いました。

　撤去した物件については，本市において民法（明治２９年法律第８９号）第６９７条により保管を

行っていましたが，先の公告より６月が経過し，この度当該物件を廃棄処分することとしまし

たので，これを公告します。

　　令和２年１２月１５日　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　予定する措置の内容

　　別表に掲げる車両の撤去

２　当該車両が当初放置されていた場所

　　神戸市東灘区向洋町西２丁目　地先（六甲アイランド北西部，ＲＩ西２号　臨港道路上）

３　保管開始日

　　令和２年６月９日　（先の撤去公告日）

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０３６



４０３７

４　廃棄処分予定日

　　令和３年１月２１日

５　港湾管理者による監督処分

　　所有者等が当該措置を講じないときは，港湾法第５６条の４第２項の規定により，港湾管理

　者またはその命じたもの若しくは委任した者が当該措置を行う。

６　問い合わせ先

　　神戸市港湾局　神戸港管理事務所　（ポートアイランドビル６階）

　　電話　０７８－３０４－２５０２

別表

―――――――――――――――――

神戸市公告第９８５号

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

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

　　令和２年１２月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市西区岩岡町岩岡字西場１０３７番１，１０３７番６

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市西区岩岡町岩岡１０３７番地の１

　　福田　清隆

３　許可番号

　　令和２年６月３０日　第７０３８号

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第９８６号

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

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

　　令和２年１２月１５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

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

撤去する物件の名称，種類，形状及び数量

数　量形　　状車体色および参考事項車　名
自動車

車両ナンバー

１後部シャーシエンジ色、荷台付き不　明
大阪１１　け

４７－５１



　　神戸市西区押部谷町高和字西畑１２３６番２

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市西区押部谷町高和１１９６番地

　　武川　和夫

３　許可番号

　　令和２年８月４日　第７０５０号

―――――――――――――――――

神戸市公告第９８７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１２月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市西区大沢２丁目５番２

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市垂水区名谷町２２８５番３

　　株式会社　マリンホーム

　　代表取締役　高島　圭三

３　許可番号

　　令和２年８月３１日　　　第 ７０５８ 号

　　（変更許可　令和２年１０月２９日　　　第 １４１０ 号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第９８８号

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規

定により次の都市計画を変更したので，同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第２項

の規定により同法第１４条第１項に規定する総括図，計画図及び計画書を神戸市中央区浜辺通２

丁目１番３０号神戸市都市局都市計画課において公衆の縦覧に供します。

　　令和２年１２月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０３８

２　都市計画の名称１　都市計画の種類

須磨５０生産緑地地区神戸国際港都建設計画生産緑地地区

須磨５１生産緑地地区

須磨５２生産緑地地区

須磨５３生産緑地地区

須磨５４生産緑地地区



４０３９

  区  役  所  

神戸市兵庫区公告第６３号 

　次の臨時運行許可番号標（以下「番号標」という。）が失効したので，神戸市自動車臨時運

行許可規則（昭和２８年３月規則第１４号）第５条第３項の規定により公告します。

　　令和２年１１月３０日

神戸市兵庫区長　小　林　隆一郎　

  水  道  局  

　神戸市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和２年１１月３０日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

神戸市水道管理規程第１３号

　　　神戸市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

有野１０生産緑地地区

有野１１生産緑地地区

有野１５生産緑地地区

有野１０８生産緑地地区

有野１６０生産緑地地区

有野１６１生産緑地地区

有野１６２生産緑地地区

八多５８生産緑地地区

鹿の子台１生産緑地地区

伊川谷５７生産緑地地区

伊川谷１１５生産緑地地区

伊川谷１２６生産緑地地区

玉津１８生産緑地地区

岩岡１０生産緑地地区

失効年月日番号標に記載された番号

令和２年１１月３０日神戸 ５４－００ 神戸



135,000 139,100 202,000 239,700 257,400
136,100 140,200 204,100 241,600 259,200
137,200 141,300 206,200 243,500 261,000
138,300 142,400 208,300 245,300 262,800

139,300 143,400 210,200 247,100 264,700
140,400 144,500 212,000 249,000 266,500
141,500 145,600 213,800 250,800 268,400
142,600 146,700 215,600 252,600 270,300

143,600 147,700 217,400 254,400 272,200
144,700 148,800 219,000 256,200 274,100
145,800 149,900 220,600 258,000 276,000
146,900 151,000 222,200 259,800 277,900

147,900 152,300 223,800 261,700 279,800
149,000 153,500 225,300 263,700 281,600
150,100 154,700 226,800 265,600 283,400
151,200 155,900 228,300 267,500 285,300

152,300 157,000 229,900 269,400 287,200
153,500 158,400 231,500 271,200 289,300
154,700 159,800 233,100 273,100 291,300
155,900 161,200 234,600 275,000 293,300

157,000 162,600 236,100 276,900 295,300
158,400 164,200 237,500 278,900 297,300
159,800 165,900 238,900 280,900 299,300
161,200 167,600 240,300 282,900 301,300

162,600 169,200 241,800 284,800 303,200
164,200 170,900 243,400 286,700 305,200
165,900 172,600 245,000 288,500 307,200
167,600 174,300 246,700 290,300 309,100

169,200 175,900 248,400 292,100 311,000
170,900 177,600 250,100 293,900 312,900
172,600 179,300 251,800 295,600 314,800
174,300 181,000 253,500 297,300 316,700

175,900 182,600 255,200 299,000 318,500
177,600 184,300 257,000 300,700 320,000
179,300 186,000 258,800 302,400 321,500
181,000 187,700 260,600 304,100 323,100

35
36

29
30
31
32

33
34

25
26
27
28

17
18
19
20

21
22

1
2
3
4

11
12

13
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15
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5
6
7
8

9
10

23
24
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182,600 189,400 262,400 305,900 324,700
184,300 191,100 264,300 307,700 326,300
186,000 192,900 266,100 309,500 327,900
187,700 194,700 267,900 311,200 329,600

189,400 196,500 269,700 312,900 331,200
191,100 198,700 271,500 314,700 332,900
192,900 200,900 273,300 316,400 334,600
194,700 203,000 275,100 318,100 336,300

196,500 205,100 276,900 319,800 337,900
197,900 207,000 278,700 321,400 339,300
199,300 208,900 280,500 323,000 340,700
200,700 210,700 282,200 324,500 342,100

202,100 212,500 283,900 326,000 343,500
203,300 214,300 285,700 327,600 344,900
204,500 216,100 287,400 329,100 346,300
205,700 217,900 289,100 330,600 347,700

206,900 219,500 290,800 332,100 349,000
207,900 221,200 292,500 333,400 350,200
209,000 222,900 294,200 334,700 351,400
210,100 224,600 295,900 335,900 352,600

211,200 226,300 297,500 337,100 353,700
212,100 227,900 299,200 338,300 354,500
213,000 229,500 300,900 339,400 355,300
213,900 231,100 302,500 340,500 356,100

214,700 232,700 304,100 341,600 356,900
215,500 234,200 305,800 342,400 357,600
216,300 235,700 307,500 343,200 358,300
217,000 237,200 309,100 343,900 359,000

217,700 238,800 310,700 344,600 359,600
218,500 240,300 312,200 345,100 360,100
219,300 241,800 313,700 345,600 360,600
220,100 243,400 315,200 346,100 361,100

220,900 245,000 316,700 346,600 361,600
221,600 246,600 318,200 347,000 362,100
222,300 248,300 319,700 347,400 362,600
223,000 250,000 321,200 347,800 363,100

223,700 251,700 322,600 348,200 363,600
224,400 253,500 324,000 348,600 364,100
225,100 255,200 325,400 349,000 364,600
225,800 256,900 326,800 349,400 365,100

226,400 258,600 328,200 349,700 365,500
227,100 260,300 328,800 350,100 366,000
227,800 262,000 329,400 350,500 366,500
228,500 263,700 330,000 350,800 366,900

229,100 265,300 330,500 351,100 367,300
229,800 266,900 331,000 351,400 367,800

77
78
79
80

81
82

71
72

73
74
75
76

65
66
67
68

69
70

59
60

61
62
63
64

53
54
55
56

57
58

47
48

49
50
51
52

41
42
43
44

45
46

37
38
39
40
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230,500 268,500 331,500 351,700 368,200
231,100 270,100 331,900 352,000 368,600

231,700 271,700 332,300 352,300 369,000
232,300 273,300 332,700 352,600 369,300
232,900 274,900 333,100 352,900 369,600
233,500 276,400 333,500 353,100 369,900

234,000 277,900 333,800 353,300 370,200
234,600 279,400 334,100 353,600 370,500
235,100 280,900 334,400 353,800 370,800
235,600 282,300 334,700 354,000 371,000

236,100 283,700 334,900 354,200 371,200
236,500 285,000 335,100 354,400 371,500
236,800 286,300 335,300 354,600 371,700
237,100 287,500 335,500 354,800 371,900

237,400 288,700 335,700 355,000 372,100
237,800 290,000 355,200 372,400
238,100 291,200 355,400 372,600
238,400 292,400 355,600 372,800

238,700 293,600 355,700 373,000
239,000 294,800 355,900 373,200
239,300 295,900 356,100 373,400
239,600 297,000 356,300 373,600

239,900 298,100 356,400 373,800
298,900 356,600 374,000
299,700 356,800 374,200
300,500 356,900 374,400

301,200 357,000 374,500
301,800 357,200 374,700
302,400 357,300 374,900
302,900 357,400 375,000

303,400 357,500 375,100
303,900 357,700
304,400 357,800
304,900 357,900

305,400 358,000
305,900
306,400
306,800

307,200
307,600
308,000
308,400

308,800

183,600 206,400 252,700 286,300 303,600

125

119
120

121
122
123
124

113
114
115
116

117
118

107
108

109
110
111
112

101
102
103
104

105
106

95
96

97
98
99
100

89
90
91
92

93
94

83
84

85
86
87
88
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４０４３

　　　附　則

　（施行期日）

第１条　この管理規程は，令和２年１２月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

　（特定の職員の号給の切替え）

第２条　施行日の前日において神戸市水道局企業職員の給与に関する規程別表第２の給料表 

　（以下「企業職給料表」という。）の適用を受けていた職員のうち，施行日の前日における

　その者の号給（以下「旧号給」という。）が附則別表第１に掲げる号給であったものの施行

　日における号給（以下「新号給」という。）は，附則別表第１の職務の級及び旧号給の区分

　に応じ，それぞれ同表の新号給の欄に掲げる号給とする。

　（号給及び給料月額の切替えに伴う経過措置）

第３条　施行日の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員で，その者の受ける給料

　月額が同日において受けていた給料月額に附則別表第２の左欄に掲げる期間の区分に応じ，

　それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に達しないこととなる職員には，令和７年

　３月３１日までの間，給料月額のほか，その差額に相当する額を給料として支給する。ただし，

　施行日以降に地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項又は第２８条の５第１

　項の規定により採用された職員，施行日以降に前段の規定による給料を支給される職員でな

　くなった職員及び次項で定める職員を除く。

２　施行日の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員のうち，施行日以降に施行日

　の前日においてその者が属していた職務の級（以下「基準級」という。）より下位の職務の

　級に変更（以下「降格」という。）した職員であって，その者の給料月額が，施行日の前日

　において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合（施行日以降に基準級より下位

　の職務の級への降格を２回以上した場合にあっては，施行日の前日にそれらの降格を順次し

　たものとした場合）において受け取ることとなる給料月額に相当する額に，附則別表第２の

　左欄に掲げる期間の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に達しな

　いこととなるものには，令和７年３月３１日までの間，給料月額のほか，その差額に相当する

　額を給料として支給する。

３　前２項の規定による給料の額に１円未満の端数があるときは，その端数を切り捨てた額を

　もって当該給料の額とする。

第４条　前条の規定による給料を支給される職員のうち，神戸市水道局企業職員の給与に関す

　る規程の適用については，これらの規定中「給料月額」とあるのは，「給料月額と神戸市水

　道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（令和２年１１月水道管理規程第１３ 

　号）附則第３条の規定による給料の額との合計額」とする。

　（退職手当に関する経過措置）

第５条　施行日の前日において企業職給料表の適用を受けていた職員が退職し，又は死亡し，

　退職手当（神戸市職員退職手当金条例（昭和２４年９月条例第１４７号）の規定により支給され

　る退職手当をいう。以下同じ。）の支給を受けることとなる場合において，その者が施行日

　の前日に受けていた給料月額が，退職又は死亡の日の給料月額よりも多いときは，附則第２

　条から前条までの規定にかかわらず，その多い額をもって，その者の退職手当の基礎となる

　給料月額として，神戸市退職手当金条例を適用する。

　（施行細目の委任）

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号



第６条　附則第２条から前条までに定めるもののほか，この管理規程の施行に関し必要な事項

　は，水道事業管理者が定める。

附則別表第１（附則第２条関係）

附則別表第２（附則第３条関係）

―――――――――――――――――

　企業職員の職務分類の基準に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和２年１１月３０日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

神戸市水道管理規程第１４号

　　　企業職員の職務分類の基準に関する規程の一部を改正する規程

　企業職員の職務分類の基準に関する規程（昭和３３年１月水道管理規程第１０号）の一部を次の

ように改正する。

　別表第２を次のように改める。

別表第２（第３条関係）　企業職給料表別標準職務表

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０４４

新号給旧号給職務の級

１１７号給１１８号給から１２５号給まで　４級

１１３号給１１４号給から１２１号給まで　５級

割　　合期　　　　　間

１００分の９８．５令和２年１２月１日から令和３年９月３０日までの間　

１００分の９７．０令和３年１０月１日から令和４年７月３１日までの間　

１００分の９５．５令和４年８月１日から令和５年５月３１日までの間　

１００分の９４．０令和５年６月１日から令和６年３月３１日までの間　

１００分の９２．５令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間　

標準的な職務職務の級

軽易な技能的業務を行う職務又は助手等の職務１級

技能的業務を行う職務２級

相当の知識又は経験を必要とする技能的業務を行う職務３級

高度の知識，長期にわたる経験及び能力の実証を必要とし，困難な技能的業

務を行う職務

４級

職員の技能的業務について，作業監督及び労務指導の総括的な業務を行い，

その所掌する職務の内容，責任等が係の長と類似すると認められる総班長の

職務

５級



４０４５

　　　附　則

　この管理規程は，令和２年１２月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　

　神戸市水道局公用車運行規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和２年１２月１日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

神戸市水道管理規程第１５号

　　　神戸市水道局公用車運行規程の一部を改正する規程

　神戸市水道局公用車運行規程（平成３１年３月水道管理規程第２１号）の一部を次のように改正

する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第２号におい

て「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１

号及び第３号において「改正後部分」という。）については，次のとおりとする。

　⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改正部分を当該改

　　正後部分に改める。

　⑵　改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

　⑶　改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。

　　　附　則

　この管理規程は，公布の日から施行し，この管理規程による改正後の神戸市水道局公用車運

行規程の規定は，令和２年４月１日から適用する。

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１０３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２７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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

改正前改正後

（事故の報告）

第９条　運転者は，公用車の運行中に事故が

　生じた場合は，被害者の救済その他急施を

　要する事故処理をした後，速やかに管理者

　等に報告しなければならない。また，管理

　者等は，事故が発生したときは，事業部業

　務課長に報告しなければならない。

（事故の報告）

第９条　運転者は，公用車の運行中に事故が

　生じた場合は，被害者の救済その他急施を

　要する事故処理をした後，速やかに管理者

　等に報告しなければならない。また，管理

　者等は，事故が発生したときは，お客さま

　サービス課長に報告しなければならない。



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０４６

奥平野高層送水ポンプ設備更新工事工 事 名

神戸市兵庫区楠谷町３７－１　奥平野浄水場工事場所

令和３年１２月１７日完成期限

本工事は，奥平野浄水場のポンプ室に設置されている奥平野高層送水ポンプ設

備を更新するものである。
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

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

経営事項審査の結果において，機械器具設置工事の総合評定値が９００点

以上，かつ水道施設工事の総合評定値が９００点以上

ただし、平成３０年１０月３０日以降の審査基準日のものに限る。

経営事項審査

の結果の点数

⑴　平成３０年１０月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



４０４７

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

令和２年１１月２７日（金）～１２月４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１２月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月８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１２月９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



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

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

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１０７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２７日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０４８

東灘（住吉山手）配水管取替工事工 事 名

神戸市東灘区住吉山手３丁目，４丁目工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和４年２月２８日　

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限

布設：φ７５－１１２．１ｍ，φ１００－３２８．７ｍ，φ１５０－４２２．２ｍ，φ２００－２．６ｍ

　　　φ７５（給水）－１１．６ｍ，φ１００（給水）－６．６ｍ

撤去：φ１００－３．３ｍ，φ１５０－７４２．５ｍ，φ２００－１２０．８ｍ，

　　　φ７５（給水）－１１．６ｍ，φ１００（給水）－６．９ｍ

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級



４０４９

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

　水道管開削工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成２２年

度以降に完成させた施工実績があること。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

　ただし，等級が土木Ａ又はＢのものは施工実績の提出は不要とする。

施工実績

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

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２７日（金）～１２月１１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



７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１０８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１２月２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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０５０

第１日目　令和２年１２月１４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１５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１２月１６日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

須磨（高倉台）配水管取替工事工 事 名



４０５１

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１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

神戸市須磨区高倉台２，４，７丁目工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和３年１０月３１日　

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限

布設延長：φ７５（給）－１２．５ｍ，φ１００－２８３．５ｍ，φ１５０（給）－３．９ｍ，

　　　　　φ１５０－１９１．９ｍ，φ２００－０．７ｍ，φ３００－７０１．１ｍ

撤去延長：φ７５（給）－１６．６ｍ，φ１００－５．９ｍ，φ１５０（給）－３．９ｍ，

　　　　　φ１５０－２３０．９ｍ，φ２００－９５．７ｍ，φ３００－５９８．５ｍ

残置延長：φ１５０－１５８．３ｍ，φ３００－１０２．０ｍ

工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

　水道管開削工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成２２年

度以降に完成させた施工実績があること。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

　ただし，等級が土木Ａ又はＢのものは施工実績の提出は不要とする。

施工実績

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号４０５２

　・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１２月２日（水）～１２月１５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１２月１６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１２月１７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



４０５３

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

  教 育 委 員 会  

神戸市教育委員会教育長告示第１号

　神戸市立青少年科学館条例（昭和５９年３月条例第４９号）第１３条の規定により神戸市立青少年

科学館の管理に関する業務について指定管理者の指定を受けたＳＦＧ神戸が，神戸市立青少年

科学館条例施行規則（昭和５９年３月教育委員会規則第４号）第２条第１項第３号の規定に基づ

き館内整理日を定めたので，次のとおり告示する。

　　令和２年１２月３日

神戸市教育委員会　　　　

教育長　長　田　　　淳　

　館内整理日

　　令和３年４月１２日（月），１３日（火），９月２日（木），３日（金）

　　　　　　１２月２日（木），３日（金）

令和２年１２月１５日   神  戸  市  公  報   第３６８８号

令和２年１２月１８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




