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４３６４

区   役   所

▽自動車臨時運行許可番号標の失効

  ［兵庫区総務部市民課］

▽自動車臨時運行許可番号標の失効

  ［垂水区総務部市民課］

▽自動車臨時運行許可番号標の失効

  　［西区総務部市民課］

水   道   局

▽一般競争入札による契約の締結（土地の貸

　付け）  　［水道局計画調整課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（鶴甲ポンプ場他送水ポンプ制御盤

　他更新工事）  　［水道局施設課］

交   通   局

▽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 　［交通局職員課］

▽一般競争入札による契約の締結（飲料自動

　販売機の設置者の選定）

  　［交通局営業推進課］

教 育 委 員 会 

▽神戸市学齢児童及び学齢生徒の就学に関す

　る規則の一部を改正する規則

　［教育委員会事務局学校支援部学校経営支

　援課］

▽神戸市立学校の授業料等に関する条例施行

　規則の一部を改正する規則

　［教育委員会事務局学校支援部学校経営支

　援課］
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４３６５

  規     則  

　神戸市国民健康保険条例及び神戸市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例附則

第２項に規定する規則で定める日を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年１２月２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

神戸市規則第４３号

　　　神戸市国民健康保険条例及び神戸市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

　　　附則第２項に規定する規則で定める日を定める規則の一部を改正する規則

　神戸市国民健康保険条例及び神戸市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例附則

第２項に規定する規則で定める日を定める規則（令和２年５月規則第９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，公布の日から施行する。

  告     示  

神戸市告示第６７４号

　次の特定非営利活動法人について，特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第４４条第

１項の認定を行ったので，同法第４９条第２項の規定により次のとおり告示する。

　　令和２年１２月２５日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号

改正前改正後

　神戸市国民健康保険条例及び神戸市後期高

齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

（令和２年５月条例第７号）附則第２項に規

定する規則で定める日は，令和２年１２月３１日

とする。

　神戸市国民健康保険条例及び神戸市後期高

齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

（令和２年５月条例第７号）附則第２項に規

定する規則で定める日は，令和３年３月３１日

とする。



　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第６９７号

　神戸市公印規則（昭和５２年３月規則第１１１号）第７条第１項の規定により印影等を印刷する

ことができる文書の名称，使用公印の名称，様式及び書体並びに印影等の寸法の件（昭和６０年

４月告示第６号）の一部を次のように改正する。

　　令和３年１月６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

　前文中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改める。

「

        　」

を

「

        　」

に改める。

   

―――――――――――――――――

神戸市告示第７００号

　次の港湾施設は，令和３年１月１９日から，その供用を開始する。

　　令和３年１月１９日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号４３６６

特定非営利活動法人ローンボウルズ日本法 人 名

奥田　昭代 表 者

神戸市西区桜が丘東町２丁目５番地の１０所 在 地

　この法人は，子どもから高齢者まで幅広い年齢層並びに障害のある人達に

対して，健康増進とコミュニケーションを図る生涯スポーツとしてのローン

ボウルズの普及振興事業を行う。もって健全な地域社会作りに貢献すること

を目的とする。

目　　的

５年間（令和２年１２月２２日から令和７年１２月２１日まで）有効期間

印影等の寸法

（ミリメートル）

使　用　公　印
文　　書　　名

書体様式名　称

方１５れい書３７
神戸港港湾管理

専用市長の印
港湾施設使用・占用許可書（継続）

印影等の寸法

（ミリメートル）

使　用　公　印
文　　書　　名

書体様式名　称

方１５隷書３７
神戸港港湾管理

専用市長の印

港湾施設専（占）用許可書（継

続）



４３６７

１　供用を開始する港湾施設

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７０１号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者を次のとおり

指定した。

　　令和３年１月１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　公の施設

　　神戸市中央区東川崎町１丁目８番４号

　　神戸市産業振興センター

２　指定管理者

　　神戸市中央区東川崎町１丁目８番４号

　　公益財団法人神戸市産業振興財団

　　　　代表理事　冨山　明男

３　指定期間

　　令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７０２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３年１月２０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３年２月２日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年１月１９日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号

けい船能力
位置名称

隻数船級ｔ

１６，０００神戸空港３番地先
空港島岸壁

ドルフィン

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　　３．６０

最小　　３．２０

６０．４０新神戸市北区有野町有野字切

畑１１０２番１地先から

神戸市北区有野町有野字切

有野町合併

第２３１号線

市道

最大　　３．２０６０．４０旧



―――――――――――――――――

神戸市告示第７０３号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により，次の道路について令和３年１

月２０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３年２月２日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年１月１９日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７０４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決定

し，同条第２項の規定により，令和３年１月２０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３年２月２日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年１月１９日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号４３６８

最小　　２．４０畑１１０３番１地先まで

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 　２０．００

最小 　１０．９０

３０５．００新神戸市北区八多町上小名田

字ふけ９５番２地先から

神戸市北区八多町吉尾字ふ

け１４５１番地先まで

大沢西宮線県道

最大 　１０．９０

最小　　８．１０

３０５．００旧

最大 　１７．１０

最小 　１１．１０

１７２．７０新神戸市北区八多町吉尾字ふ

け１４５１番地先から

神戸市北区八多町上小名田

字ふけ５９番１地先まで

三木三田線県道

最大 　１４．６０

最小 　１０．７０

１７２．７０旧

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）
区　　　間路線名

道路の

種類

最大 　１１．３０

最小　　５．８０

１３２．２０神戸市北区長尾町宅原字天神９０４

番１地先から　

上津２号線市道



４３６９

―――――――――――――――――

神戸市告示第７０５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３年１月２０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３年２月２日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年１月１９日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

  公     告  

神戸市公告第１０２６号

　都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第３８条第１項の規定により，垂水中央東地区市街地再

開発組合の定款の変更について認可したので，同法第３８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とおり公告します。

　　令和２年１２月２５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

最大　　７．３０

最小　　６．００

１００．００新神戸市西区伊川谷町潤和字

一ノ坪７２３番１地先から

神戸市西区伊川谷町潤和字

一ノ坪７１９番１地先まで

合木有久線市道

最大　　４．００

最小　　２．１０

１００．００旧

神戸市北区長尾町上津字南所１０３７

番４地先まで

最大　　８．００

最小　　４．１０

１１７．００神戸市北区長尾町宅原字天神９０２

番１地先から　

神戸市北区長尾町上津字南所１０５２

番２地先まで

上津３号線市道

７．２０６１．２０神戸市北区長尾町上津字南所１０４７

番１地先から　

神戸市北区長尾町上津字南所１０４６

番１地先まで

上津４号線市道



１　組合の名称

　　垂水中央東地区市街地再開発組合

２　事業施行期間

　　組合設立の認可公告の日から令和７年３月末日まで

３　施行地区

　　神戸市垂水区神田町６番外

４　変更内容

　　事務所の所在地

　　変更前　神戸市垂水区陸ノ町１番

　　変更後　神戸市垂水区陸ノ町１番２－４０１号室

５　設立認可の年月日

　　令和２年８月１４日

６　変更認可年月日

　　令和２年１２月２５日

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０２７号

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

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

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）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２８日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　特定役務の名称及び数量

　　庁内電話のモバイル化に係る環境構築及び，保守運用業務一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市企画調整局情報化戦略部

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　落札者を決定した日

　　令和２年１０月２３日

４　落札者の氏名及び住所

　　ソフトバンク株式会社

　　　代表取締役　今井　康之

　　東京都港区東新橋一丁目９番１号

５　落札金額

　　２０３，１５２，６２７円

６　落札者を決定した手続

　　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０の２第１項及び第２項の規定によ

　り落札者を決定する一般競争入札により，最高点（技術点と価格点の合計点）を得た者を落

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号４３７０



４３７１

　札者としました。

７　入札の公告日

　　令和２年８月２８日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０３１号

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７３条第１項の規定により次の建築協定を認可したの

で，同条第２項の規定により公告します。

　この建築協定に係わる建築協定書は，神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課において，一

般の縦覧に供します。

　　令和３年１月５日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　建築協定の名称

　　ガーデンハウス鹿の子台ハーブの里第２地区建築協定

２　建築協定区域の位置

　　神戸市北区鹿の子台南町６丁目１３番地６　他

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０３２号

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７２条第１項の規定により，次のとおり公開による意

見の聴取を行いますので，関係人で御意見のある方は，御参集ください。

　　令和３年１月５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　公開による意見の聴取の開催日時

　　令和３年１月１３日（水）

　　９時００分から９時３０分まで

４　公開による意見の聴取の場所

　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号

　　三宮国際ビル５階

　　建築住宅局建築指導部大会議室

５　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

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号



―――――――――――――――――

神戸市公告第１０３３号

　神戸ファッション美術館条例施行規則（平成９年４月規則第１０号）第１０条第１項第３号の規

定により，神戸ファッション美術館（展示室に限る。）を次のとおり休館する。

　　令和３年１月６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

休館日

　　令和３年１月１９日（火）から令和３年１月２９日（金）まで

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０３４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３年１月６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号４３７２

山手幹線舗装補修工事工 事 名

神戸市中央区国香通２丁目～７丁目　他工事場所

令和３年３月２６日　完成期限

切削オーバーレイ工（１層）　Ａ＝１２，６３０㎡，　

切削オーバーレイ工（２層）　Ａ＝１，３７０㎡，　区画線工　Ｎ＝１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

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

その他



４３７３

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３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２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３年１月６日（水）～１月１９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３年１月２０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月２１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１０３５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３年１月６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号４３７４

令和３年１月２２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

玉津処理場　１系１～４号池生物反応槽散気装置機械設備工事工 事 名

神戸市西区森友１丁目２６　玉津処理場内工事場所

令和４年３月３１日完成期限

本工事は，玉津処理場内の１系１～４号池生物反応槽散気装置機械設備の改築

更新を行うものである。

１系１～４号池生物反応槽散気装置機械設備工　１式

１系１～４号池生物反応槽散気装置電気設備工　１式

工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以前 払 金



４３７５

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３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号

単独企業形態

機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　下水道法上の終末処理場で，日最大処理水量１５，０００㎥ ／日以上の生

物反応槽において，嫌気好気法で微細気泡性の旋回流式散気装置を新設

又は更新する工事を，元請として平成１７年度以降に完成させた実績があ

ること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　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

内）の額を支払う。

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



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３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号４３７６

令和３年１月６日（水）～１月１９日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年１月２０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月２１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３年１月２２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



４３７７

　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１０３６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３年１月６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号

方との随意契約により締結する予定の有無

東灘処理場　管理本館無停電電源装置更新工事工 事 名

神戸市東灘区魚崎南町２丁目１番２３号　東灘処理場内工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年１２月２８日完成期限

本工事は，東灘処理場の管理本館において，無停電電源装置の更新に必要な電

気設備工事を行うものである。　　電気設備工　１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　下水道法上の，終末処理場又はポンプ場において，無停電電源設備を

含む（３００Ａ・ｈ以上の蓄電池を用いたものに限る）を元請として平成

１７年度以降に完成させた施工実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

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３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号４３７８

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和３年１月６日（水）～１月１９日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年１月２０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月２１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



４３７９

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１０３７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３年１月６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２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３年１月２２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

本庁舎１号館議会棟扉監視設備改修他工事工 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

本庁舎１号館２５階～３０階の扉監視設備改修工事　一式　

上記階の電気錠取替え及び取替に伴う建具改修工事　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



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３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号４３８０

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

電気一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

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３年１月６日（水）～１月１９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



４３８１

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１０３８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３年１月６日

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２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）

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年１月２０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月２１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３年１月２２日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



     神戸市長　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３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号４３８２

六甲アイランドシャーシ置場整備工事工 事 名

神戸市東灘区向洋町東３丁目，向洋町東４丁目工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

土工　１式，　構造物撤去工　１式，舗装工　９，６５０㎡，

擁壁工　１式，付属施設工　１式，排水施設工　１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

その他



４３８３

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３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号

令和３年１月６日（水）～１月１５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

※　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３年１月１８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月１９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３年１月２０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



　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１０３９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３年１月６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号４３８４

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

唐櫃台法面防災対策工事工 事 名

神戸市北区唐櫃台３～４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９月３０日完成期限

高木伐採　１式，土工　１式，法面工　１式，舗装工　１３７㎡，

排水工　１式，ブロック積工　３４㎡，かご工　１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「法面処理」を登録業

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

その他



４３８５

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３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和３年１月６日（水）～１月１５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３年１月１８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月１９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３年１月２０日（水）午前１０時３０分日 時



８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０４０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３年１月６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号４３８６

　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

山田町３丁目地区他汚水管改築更新工事工 事 名

神戸市灘区山田町３丁目他工事場所

令和３年１１月３０日　完成期限

管きょ更生工　φ２００㎜　Ｌ＝２．９７ｍ，φ２５０㎜　Ｌ＝４７８．７２ｍ，

管きょ工（開削）Ｋ１φ２００㎜　Ｌ＝１６７．４２ｍ，Ｋ１φ２５０㎜　Ｌ＝１５．２５ｍ，

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式

工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



４３８７

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　公益財団法人｢日本下水道新技術機構｣の建設技術審査証明を有する

　管更生工法で，当該工事の全ての本管径に対応するいずれかの工法の

　使用が可能であること。また，配置予定技術者については，次の①及

　び②に該当する技術者とすること。

　　①上記工法に関する施工監理技術の研修又は講習を修了した者。

　　②下水道管路更生管理技士（一般社団法人　日本管路更生工法品質

　　確保協会），下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）（公益社

　　団法人　日本下水道管路管理業協会）又は，下水道管きょ更生施工

　　管理技士（一般社団法人　日本管更生技術協会）の資格を有する者。

⑷　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑸　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑷⑸中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

その他



５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号４３８８

令和３年１月６日（水）～１月１９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３年１月２０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月２１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３年１月２２日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無
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神戸市公告第１０４１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４項の規定により，し

あわせの森有料公園施設のうち，プール，トレーニング室，スタジオ，体育館について，令和

３年２月１５日（月）及び２月１７日（水）から２月１９日（金）まで，温泉，集会室，工芸室及び

宿泊室について，令和３年２月１５日（月）から２月１９日（金）を臨時休業とする。

　　令和３年１月７日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０９１号

　令和３・４年度において本市が行う発掘調査事業に伴う作業業務委託の見積り合わせ参加資

格の認定を行いますので、当該資格の認定に関する申請書（見積り参加資格審査申請書）を次

のとおり提出してください。

　　令和３年１月１９日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　見積り合わせに参加する者に必要な資格

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第３条に規定する

　資格を備える者であること。ただし、規則第３条第３項第２号に規定する資格については，

　次に掲げるものとする。

　⑴　令和３年２月１日（以下「基準日」という。）の前日までに引き続き２年以上その営業

　　に従事していること。ただし、中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５ 

　　号）第３条第１項各号に掲げる中小企業団体（以下単に「中小企業団体」という。）にあ

　　っては，構成員である組合員が基準日の前日までに引き続き２年以上その営業に従事して

　　いること。

　⑵　令和２・３年度神戸市物品等競争入札参加資格の認定を受けているもの，および令和３

　　年度神戸市物品等競争入札参加資格取得見込のもの。

２　見積り参加資格審査申請書の提出方法

　⑴　提出期間

　　　令和３年２月１日（月）から２月１５日（月）まで（当日消印有効）（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項第１号及び第２号に掲げる本市の休日

　　を除く。）

　　　午前９時３０分から午後４時まで（午前１１時３０分から午後１時１５分までを除く。）

　⑵　提出先

　　　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１９階

　　　神戸市文化スポーツ局文化財課埋蔵文化財係

　⑶　提出方法

　　　簡易書留による郵送又は持参。

　⑷　提出書類

　　　次に掲げる書類を提出してください。

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号



　　ア　令和３年度見積り参加資格審査申請書

　　イ　印鑑証明書（令和２年１１月１日以降に発行されたもの。）

　　ウ　登記簿謄本（商業登記簿又は組合に関する登記簿をいう。）又は登記事項に関する全

　　　部証明書（令和２年１０月１５日以降に発行されたもの。）

　　エ　納税証明書（令和２年１２月１日（国税については，同年１２月１日）以降に発行された

　　　もの。）

　　オ　発掘調査（試掘調査は含まない）業務経歴書（土木・建築等工事は除く）

　　カ　技術者経歴書

　　キ　その他本市の指示する書類

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０９２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３年１月１９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

　　神戸市中央区下山手通９丁目９８番１，９８番４６，９８番４８，９８番４９，９８番５の一部，

　　９８番６の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　大阪市中央区南船場２丁目９番１４号

　　株式会社　日商エステム

　　　　代表取締役　浅井　悦裕

３　許可番号

　　平成３１年１月２８日　第６９３３号

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０９３ 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３年１月１９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

　　神戸市中央区神戸空港３番１２，３番１４の一部，３番１９

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市中央区神戸空港３番地１２

　　カツヤマキカイ株式会社

　　　　代表取締役社長　木村　吾郎

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号４３９０



４３９１

３　許可番号

　　令和２年２月６日　第７００８号

　　（変更許可　令和２年１０月９日　第１４０６号）

　　（変更許可　令和２年１２月２２日　第１４２１号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０９４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３年１月１９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市北区有野中町４丁目１６番１

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　兵庫県三田市北浦１１５

　　　畑末　勝利

３　許可番号

　　令和２年１１月６日　第７０７３号

  区  役  所  

神戸市兵庫区公告第７３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１２月２８日

神戸市兵庫区長　小　林　隆一郎　

―――――――――――――――――

神戸市垂水区公告第５３号

　次の自動車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３年１月５日

神戸市垂水区長　黒　田　　　徹　

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号

失効年月日番号標に記載された番号

令和２年１２月２５日神戸 ５４－７２ 神戸



―――――――――――――――――

神戸市西区公告第４２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３年１月８日

神戸市西区長　志　水　達　也　

１　失効した番号標

  水  道  局  

神戸市水道公告第１１５号

　一般競争入札により契約を締結するので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６及び神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道局管理規程第９号。以下「規程」とい

う。）第６条の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年１月５日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　入札に付する事項

　　民法（明治２９年法律第８９号）第６０１条に基づく土地の賃貸借（借地権は発生しない）。対

　象物件の所在地，面積，貸付期間，用途，最低月額貸付価格は別表のとおり

２　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　債務弁済能力を有すること

　⑵　次の各号のいずれかにも該当しない者であること

　　①　当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

　　②　国税（法人税又は所得税及び消費税をいう。）及び地方税について未納の税額がある

　　　者

　　③　神戸市水道局における不動産の売却又は貸付けに係る契約手続において次の事項のい

　　　ずれかに該当すると認められるときから２年を経過しない者。その者を代理人，支配人

　　　その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても，また同様とします。

　　　ア　競争入札において，その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し，若

 しくは不正の利益を得るために連合したとき

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号４３９２

失効年月日番号標に記載された番号

令和３年１月５日神戸 ８５－１４ 神戸

失効年月日番号標に記載された番号

令和３年１月８日神戸 ８９－０３ 神戸
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　　　イ　落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げたとき

　　　ウ　正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき

　　　エ　落札したにもかかわらず正当な理由がなくて契約を締結しなかったとき

　　　オ　神戸市水道局における一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締

 結又は契約の履行に当たり代理人，支配人その他の使用人として使用したとき

　　④　借受けた土地を，暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のため

　　　に利用する等公序良俗に反する用に使用しようとする者

　　⑤　次の事項のいずれかに該当すると認められる者

　　　ア　神戸市水道局から直接に又は第三者を経由して不動産を買受け又は借受けた者で，

 当該不動産に係る公序良俗に反する使用の禁止の定めに違反した者

　　　イ　アに該当する法人その他の団体の代表者，理事，取締役，支配人その他これらに類

 する地位（以下「代表者等の地位」という。）に現にある者及び違反時にあった者

　　　ウ　ア又はイに該当する者が代表者等の地位にある法人その他の団体

　　⑥　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６

　　　号に規定する暴力団員もしくは役員又は実質的に経営に関与する者が暴力団員である法

　　　人等，その他暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社

　　　会的に非難されるべき関係を有している者（神戸市水道局契約事務等からの暴力団等の

　　　排除に関する要綱（平成２２年５月２６日管理者決定）第５条に該当する者）

３　入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎４号館６階

　　神戸市水道局計画調整課（電話番号　０７８－３２２－５８８１）

４　入札の参加に関する要領の交付期間，交付場所及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　令和３年１月５日（火）から令和３年１月１５日（金）まで（神戸市の休日を定める条例

　　（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　交付場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎４号館６階

　　　神戸市水道局計画調整課（電話番号　０７８－３２２－５８８１）

　⑶　交付方法

　　　無料交付

５　入札参加申込みの日時及び場所

　⑴　入札参加申込みの日時

　　　令和３年１月５日（火）から令和３年１月１５日（金）まで（神戸市の休日を定める条例

　　（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　入札参加申込みの場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）
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　　　神戸市役所本庁舎４号館６階

　　　神戸市水道局計画調整課（電話番号０７８－３２２－５８８１）

　⑶　入札参加申込みに関する事項

　　　入札への参加は，上記５⑴の期間内に，入札参加申込書を届け出た者に限ります。

６　入札保証金に関する事項

　⑴　入札保証金の額は，別表のとおりとします。

　⑵　入札に参加する者は，事前に，神戸市水道局が交付する所定の納入通知書により，神戸

　　市水道局公金収納取扱金融機関で入札書類の提出までに入札保証金を納入してください。

７　入札の期間，場所及び方法

　⑴　入札の期間

　　　令和３年１月２２日（金）から令和３年２月２日（火）まで（神戸市の休日を定める条例

　　（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　入札の場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎４号館６階

　　　神戸市水道局計画調整課（電話番号　０７８－３２２－５８８１）

　⑶　入札の方法

　　　神戸市水道局が交付する所定の入札書に必要事項を記載し，記名押印のうえ提出してく

　　ださい。

　　　入札は代理人に行わせることができます。代理人は，入札書と委任状に必要事項を記載

　　し，記名押印のうえ提出してください。

８　開札の日時及び場所

　⑴　開札の日時

　　　令和３年２月５日（金）午前１０時

　⑵　開札の場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎４号館８階　８０２会議室

　⑶　落札者の決定の方法

　　　落札者は，最低月額貸付価格以上の入札のうち，最高の価格をもって入札をした者とし

　　ます。

　　　落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは，くじにより落札者を決定

　　します。

９　入札の無効に関する事項

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　「入札書」が所定の日時を過ぎて到着したとき

　⑵　「郵送型入札参加申込書兼誓約書」若しくは「入札保証金提出書」の提出がないとき

　⑶　最低月額貸付価格に達しない金額をもって入札したとき

　⑷　「入札書」の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき

　⑸　「入札書」に記名及び押印がないとき

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号４３９４
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　⑹　「入札書」の金額のはじめの数字の前に「￥」マークがないとき

　⑺　２通以上の「入札書」を提出したとき

　⑻　入札保証金を納入期限までに納付せず，又はその金額に不足があるとき

　⑼　代理人による入札の場合において，「委任状」を提出しないとき

　⑽　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

　⑾　入札者の資格のない者が入札したとき

　⑿　神戸市水道局から交付された「入札書」以外の入札書により入札したとき

　⒀　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により「入札書」に記入したとき

　⒁　「入札書」の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき

　⒂　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

　　契約の締結は，令和３年３月１日（月）午後５時までに行います。

別　表

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１１６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３年１月６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３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号

入札保証金
最低月額

貸付価格
用途貸付期間

面積

（㎡）
所　在　地

¥５３７，０００¥１７９，０００平面駐車場
令和３年４月１日から

令和４年３月３１日まで

（概測）

１，６３３．８８

神戸市北区有野町唐櫃字弥五郎垣

１４６番２，１４６番５，北区有野町唐

櫃字ケン上畑３７番２，北区有野町

唐櫃字フチ子垣１３４番３，１４２番１，

１４３番１のうち

鶴甲ポンプ場他送水ポンプ制御盤他更新工事工 事 名

神戸市灘区鶴甲１丁目１－５　鶴甲ポンプ場

神戸市灘区鶴甲４丁目５－４　鶴甲特２ポンプ場
工事場所

令和３年９月３０日完成期限

本工事は，鶴甲ポンプ場の鶴甲特２送水ポンプ設備の更新工事（別途工事）に

伴い，関連する送水ポンプ制御設備及び計装設備を更新するもので，必要な機

器を製作し，納入，据付，配線，撤去作業及び試験調整等の全てを含むもので

ある。試験調整等は安定した実動作に至るまでの諸作業を含むものとする。

なお，本工事で製作する送水ポンプ制御盤，機側盤，遠方監視盤，光伝送装置

盤は自社製作品とする。

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

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号４３９６

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

電気工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　上水道施設において，ポンプ制御設備（自社で製作したポンプ制御盤

を用いたものに限る）の新設又は更新において，平成１７年度以降に元請

として完成させた施工実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式で

　ある場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合に

　は「受付最終日」と読み替えること。

その他



４３９７

　　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

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

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号

令和３年１月６日（水）～１月１５日（金）

紙書類の提出は，神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２

条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く午前

９時～正午，午後１時～午後５時

（郵送の場合は書留郵便のみ受付可。受付最終日の午後５時までに契約監理課

必着。）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年１月１８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月１９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３年１月２０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



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

  交  通  局  

　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１２月２８日

神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

神戸市交通管理規程第１５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４１年１２月交通管理規程第４５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３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号４３９８

改正前改正後

別表第１　一般職給料表級別標準職務表

［略］

　３級

　　　高度の知識又は経験を必要とする業務

　　を行う職務

　４級

　　　特に高度の知識，長期にわたる経験及

　　び能力の実証を必要とし，困難な業務を

　　行う主任の職務

［略］

別表第２　現業職給料表級別標準職務表

［略］

　２級

　　　相当の知識又は経験を必要とする業務

　　を行う職務

　３級

　　　高度の知識又は経験を必要とする業務

　　を行う職務

別表第１　一般職給料表級別標準職務表

［略］

　３級

　　　高度の知識又は経験を必要とし，係等

　　において重要な業務を行う職務

　４級

　　　特に高度かつ専門的な知識を必要とし，

　　係等において特に重要な業務を行うとと

　　もに，係長又は担当係長を補佐する職務

［略］

別表第２　現業職給料表級別標準職務表

［略］

　２級

　　　技能的業務を行う職務

　３級

　　　相当の知識又は経験を必要とする業務

　　を行う職務



４３９９

　　　附　則

　（施行期日）

　この条例は，令和２年１２月２９日から施行する。

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第６６号

　一般競争入札により契約を締結するので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の６及び神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第４

条の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年１月５日

神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

１　入札に付する事項

　　飲料自動販売機の設置者（駅名，台数，住所及び最低入札賃料　別表のとおり）の選定

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次の各号のいずれかに該当する者は，入札に参加することができません。

　⑴　当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。

　⑵　国税または神戸市税の未納がある者。

　⑶　次の事項のいずれかに該当すると神戸市が認めたときから３年を経過しない者。その者

　　を代理人，支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても，また同様

　　とします。

　　ア　競争入札又はせり売りにおいて，その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立

　　　を害し，若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

　　イ　落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げたとき。

　　ウ　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の

　　　実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

　　エ　正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

　　オ　落札したにもかかわらず正当な理由がなくて契約を締結しなかったとき。

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号

　４級

　　１　［略］

　　２　特に高度の知識，長期にわたる経験

　　　及び能力の実証を必要とし，困難な技

　　　能的業務を行う主任の職務

　５級

　　　職員の技能的業務について，作業監督

　　及び労務指導の責任者としての総括的な

　　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

　　職務

　４級

　　１　［略］

　　２　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

　５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職務



　　カ　神戸市における競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の

　　　履行に当たり代理人，支配人その他の使用人として使用したとき。

　⑷　暴力団による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規

　　定する暴力団員もしくは役員又は実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等，そ

　　の他暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に非難

　　されるべき関係を有している者（神戸市交通局契約事務等からの暴力団等の排除に関する

　　要綱（平成２２年５月２６日管理者決定）第５条に該当する者）に該当する者。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　神戸市交通局営業推進課（電話番号　０７８－９８４－０１３１）

　　（以下「営業推進課」という。）

４　入札の参加に関する要領の交付期間，交付場所及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　令和３年１月５日（火曜）から令和３年１月２９日（金曜）まで（土曜，日曜，休日を除

　　く。）午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　交付場所

　　　営業推進課

　⑶　交付方法

　　　無料交付

５　入札参加申込みの日時及び場所

　⑴　入札参加申込みの日時

　　　令和３年１月５日（火曜）から令和３年１月２９日（金曜）まで（土曜，日曜，休日を除

　　く。）午前９時から午後５時（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　入札参加申込みの場所

　　　営業推進課

　⑶　入札参加申込みに関する事項

　　　入札への参加は，上記５⑴の期限内に申込みをした者に限ります。（申込書を郵送又は

　　持参すること。）

６　入札の日時，場所及び方法

　⑴　入札の日時

　　　令和３年２月１０日（水曜）から令和３年２月１５日（月曜）まで。午前９時から午後５時

　　まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　入札の場所

　　　営業推進課

　⑶　入札の方法

　　　営業推進課が交付する所定の入札書により入札すること（郵送又は持参すること。）。

７　開札の日時及び場所

　⑴　開札の日時

　　　令和３年２月１９日（金曜）午後１時３０分より

　⑵　開札の場所

令和３年１月１９日   神  戸  市  公  報   第３６９２号４４００



４４０１

　　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号　御崎Ｕビル１階

　　　神戸市交通局　中会議室

８　入札保証金に関する事項

　　規程第７条第２号の規定に基づき免除とする。

９　入札の無効に関する事項

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札参加申込書兼誓約書の提出がないとき。

　⑶　最低貸付賃料（予定価格）に達しない金額をもって入札したとき。

　⑷　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑸　入札書に記名及び実印（委任する場合は委任状で届け出た受任者印）の押印がないとき。

　⑹　入札書の金額の前に「￥」マークがないとき。

　⑺　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑻　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑼　入札者又は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。

　⑽　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑾　交通局から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑿　鉛筆，シャープペンシルその他訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　⒀　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⒁　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　本件契約の詳細については，実施要領で確認してください。

　⑵　落札者の決定の方法

　　　落札者は，規程第１０条の規定により定めた予定価格以上の価格のうち，最高の価格をも

　　って入札をした者とします。落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは，

　　直ちに，くじにより落札者を決定します。

　⑶　契約締結の手続

　　　契約の締結は，令和３年３月３１日（水）までに行います。

　⑷　入札の概要は，神戸市ホームページで見ることができます。

　　　（http://www.city.kobe.lg.jp/life/access/transport/index.html）
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  教 育 委 員 会  

　神戸市学齢児童及び学齢生徒の就学に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年１２月２５日

神戸市教育委員会　　　　

教育長　長　田　　　淳　

神戸市教育委員会規則第６号

　　　神戸市学齢児童及び学齢生徒の就学に関する規則の一部を改正する規則

　神戸市学齢児童及び学齢生徒の就学に関する規則（昭和２８年７月教育委員会規則第９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

別表第１（第３条関係）　別表第１（第３条関係）

校　区学校名

小学校中学校

[略][略][略]

[略][略]原田

（六甲

町１～

５，稗

原町１

～３・

４（１

番・２

番（１

～５

号・１７

～２２

号）・

３番），

永手町

味泥町（１番（１８～２０

号）・８番（２６～３４

号）を除く。），灘浜

町，都通１～５，船寺

通１～６，灘南通１～

６，摩耶埠頭

西灘

[略][略]

岩屋南町，岩屋中町１

～５，岩屋北町１～７，

摩耶海岸通

灘の浜

校　区学校名

小学校中学校

[略][略][略]

[略][略]原田

（六甲

町１～

５，稗

原町１

～３・

４（１

番・２

番（１

～５号

・１７～

２２

号）・

３番），

永手町

味泥町（１番（１８～２０

号）・８ 番（２６～３４

号）を除く。），灘浜

町，都通１～５，船寺

通１～６，灘南通１～

６，岩屋南町，岩屋中

町１～５，岩屋北町１

～７，摩耶埠頭

西灘

[略][略]



４４０７
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４・５，

森後町

２・３，

琵琶町

１～

３，下

河原通

１～５，

水道筋

１（バ

ス線以

北）・

２・３

（バス

線以

北）・

４～６，

中原通

１～４，

倉石通

１～６，

篠原南

町５

（８・

９番）

・６・

７，摩

耶海岸

通を除

く。））

[略][略][略]

脇浜海岸通，脇浜町１

（１～３番）・２・３

（１～４・７番）

なぎさ渚

（〔灘

区〕摩

耶海岸

通を加

える。）

[略][略][略]

４・５，

森後町

２・３，

琵琶町

１～３，

下河原

通１～

５，水

道筋１

（バス

線以

北）・

２・３

（バス

線以

北）・

４～６，

中原通

１～４，

倉石通

１～６，

篠原南

町５

（８・

９番）

・６・

７を除

く。））

[略][略][略]

脇浜海岸通，脇浜町１

（１～３番）・２・３

（１～４・７番），

〔灘区〕摩耶海岸通

なぎさ渚

[略][略][略]
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鈴蘭台東町１～４・５

（７・８番），鈴蘭台

北町１～４・５（７～

９・１４・１５・２０番）・

６（４・５・１０・１１・

１５番），鈴蘭台西町４

（１～４・５番（２・

１３～２５・２６（東部）））

・５（１～１５・１７～１９

番）・６，鈴蘭台南町

９（９番を除く。），

山田町小部（桜の宮地

区，泉台地区，北五葉

地区，天王谷川周辺，

成子地区，柿ノ谷地区

を除く。），北五葉６

（８番（１～１７・３６・

３７号を除く。）），惣山

町，松宮台

小部小部

[略][略]

[略][略][略]

鈴蘭台西町１～３・４

（５番１・３～１２・２６

（西部）・２７～４４号，

６～１７番），鈴蘭台南

町１～７

鈴蘭台鈴蘭台

（南五

葉３～

６，君

影町６，

鈴蘭台

南町

８・

９（９

番），

山田町

小部

（柿ノ

木谷地

区）を

除く。）

[略][略]

鈴蘭台東町１～４・５

（７・８番），鈴蘭台

北町１～４・５（７～

９・１４・１５・２０番）・

６（４・５・１０・１１・

１５番），鈴蘭台西町４

（１～４・５番（２・

１３～２５・２６（東部）・

３７号（北部）））・５

（１～１５・１７～１９番）

・６，鈴蘭台南町９

（９番を除く。），山

田町小部（桜の宮地区，

泉台地区，北五葉地区，

天王谷川周辺，成子地

区，柿ノ谷地区を除

く。），北五葉６（８

番（１～１７・３６・３７号

を除く。）），惣山町，

松宮台

小部小部

[略][略]

[略][略][略]

鈴蘭台西町１～３・４

（５番１・３～１２・２６

（西部）・２７～３６・３７

（南部）・３８～４４号，

６～１７番），鈴蘭台南

町１～７

鈴蘭台鈴蘭台

（南五

葉３～

６，君

影町６，

鈴蘭台

南町

８・

９（９

番），

山田町

小部

（柿ノ

木谷地

区）を

除く。）

[略][略]



４４０９

　　　附　則

　この規則は，令和３年４月１日から施行する。ただし，小部の項及び鈴蘭台の項の改正規定

は，公布の日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市立学校の授業料等に関する条例施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２５日

神戸市教育委員会　　　　

教育長　長　田　　　淳　

神戸市教育委員会規則第７号

　　　神戸市立学校の授業料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

　神戸市立学校の授業料等に関する条例施行規則（昭和２７年６月教委規則第２０号）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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[略][略][略]

学が丘１～５多聞東多聞東

［略］［略］

本多聞２～７多聞の

丘

本多聞

（本多

聞１を

加え

る。）

舞多聞東，舞多聞西舞多聞

[略][略][略]

学が丘２～５多聞東多聞東

（学が

丘１を

加え

る。）

［略］［略］

本多聞５～７，学が丘

１

多聞南本多聞

（本多

聞１を

加え，

学が丘

１を除

く。）

本多聞２～４本多聞

舞多聞東，舞多聞西舞多聞

改正前改正後

第９条　条例第６条第１項第４号に規定する

　教育委員会が特に必要があると認める者と

第９条　条例第６条第１項第４号に規定する

　教育委員会が特に必要があると認める者は，



　　　附　則

　この規則は，令和３年１月１日から施行し，改正後の第９条第４項の規定は，令和２年度の

入学者から適用する。
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　は，次の各号に掲げる者とする。

　⑴～⑷　［略］

２　条例第６条第２項第２号に規定する教育

　委員会が特に必要があると認める者とは，

　次の各号に掲げる者とし，当該各号に定め

　るところにより授業料を減額する。

３　［略］

４　条例第６条第３項に規定する特に必要が

　あると認める者は，災害により被害を受け

　た者で，特に減免の必要があると認める者

　とする。

　次の各号に掲げる者とする。

　⑴～⑷　［略］

２　条例第６条第２項第２号に規定する教育

　委員会が特に必要があると認める者は，次

　の各号に掲げる者とし，当該各号に定める

　ところにより授業料を減額する。

３　［略］

４　条例第６条第３項に規定する特に必要が

　あると認める者は，次の各号に掲げる者と

　する。

　⑴　災害により被害を受けた者で，特に減

　　免の必要があると認める者

　⑵　前号のほか，経済的事情その他特別の

　　理由により教育上特に減免の必要がある

　　と認める者


