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４６９６
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４６９７

  訓  令  甲  

訓令甲第６号

庁 中 一 般　

区　役　所　

事　業　所　

　公文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　令和３年１月２２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

　　　公文書管理規程の一部を改正する訓令

　公文書管理規程（昭和３５年４月訓令甲第８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２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

改正前改正後

　（文書の起案等）

第１６条　［略］

２　決裁文書及び供覧文書は，次に掲げると

　ころにより起案し，決裁を受け，又は閲覧

　に供さなければならない。

　⑴，⑵　［略］

　⑶　２以上の課（これに相当するものを含

　　む。）に関係するときは，最も関係の深

　　い課で起案し，関係の課に合議すること。

　⑷～⑹　［略］

３，４　［略］　

　（合議文書の取扱い）

第１７条　［略］

２～４　［略］

５　特に重要若しくは異例な事項又は急施を

　（文書の起案等）

第１６条　［略］

２　決裁文書及び供覧文書は，次に掲げると

　ころにより起案し，決裁を受け，又は閲覧

　に供さなければならない。

　⑴，⑵　［略］　

　⑶　２以上の課（これに相当するものを含

　　む。）に関係するときは，最も関係の深

　　い課で起案し，関係の課に合議すること。

　　ただし，関係の課に協議して同意を得た

　　場合（合議について他に定めのある場合

　　を除く。）は，当該同意をもつて合議に

　　代えることができる。

　⑷～⑹　［略］

３，４　［略］　　

　（合議文書の取扱い）

第１７条　［略］

２～４　［略］

５　前項の規定は，前条第２項第３号ただし



　　　附　則

　この訓令は，令和３年１月２５日から施行し，同日以後に起案する決裁文書及び供覧文書につ

いて適用する。

  告     示  

神戸市告示第７２５号

　次の特定非営利活動法人について，特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第５１条第

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

規定により次のとおり告示する。

　　令和３年１月２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７４２号

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

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

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４６９８

特定非営利活動法人阪神淡路大震災一一七希望の灯り法人名

藤本　真一代表者

神戸市北区北五葉一丁目１３番１号レ・アールビル３Ｆ所在地

　この法人は，阪神淡路大震災（１９９５年１月１７日）の教訓と，そこから生まれ

た支え合う「こころ」を伝え，ひろげるため，被災地各地に設置された震災モ

ニュメント（「１．１７希望の灯り」「慰霊碑」「追悼碑」「モニュメント」な

ど）を通じて出会った遺族・被災者・企業・行政・全国の支援者が連携して

「市民による追悼事業」「市民生活を軸としての震災の記録」「震災モニュメ

ントが果たす社会的意義とその調査」などの事業を行うことを通じ，震災体験

の風化を防ぎ，震災文化を育んでいくことを目的とする。

目的

５年間（令和２年７月２９日から令和７年７月２８日まで）有効期間

　要する事項その他必要があると認められる

　事項は，関係する組織の職員の参集を求め

　て協議し，全員の同意をもつてその合議に

　代えることができる。

　書の規定により，関係の課の同意をもつて

　合議に代える場合に準用する。この場合に

　おいて，第４項中「合議をした事項」とあ

　るのは「協議をした事項」と，「合議済み」

　とあるのは「協議済み」と読み替えるもの

　とする。



４６９９

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

　　令和３年２月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

   

―――――――――――――――――

神戸市告示第７４３号

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

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

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

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

　　令和３年２月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７４４号

　次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活

保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和３年２月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

柔道整復師

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

指定年月日所在地名称

令和２年１０月１日神戸市兵庫区荒田町１丁目１４番３号藤薬局

廃止年月日所在地名称

令和２年１２月３１日神戸市東灘区本山南町２丁目９番１２号奥谷小児科

令和２年１２月１日神戸市須磨区菅の台３丁目１３番５号医療法人社団たおもと眼科医院

令和２年１２月３１日神戸市須磨区東落合２丁目１４番１７号上野歯科医院

平成２８年１２月３１日神戸市灘区鶴甲４丁目７番２号鶴甲エミヤ薬局

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年１２月１日
神戸市東灘区住吉東町４丁目５

番７号
黒岩　大助くろいわ整骨院

令和２年１２月１日神戸市西区糀台５丁目２番１号岡　久麗海西神中央なでしこ鍼灸



　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７４５号

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

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

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

より，当該指定を受けた施術者の開設している施術所の名称等に変更があったとして届出があ

ったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する｡　

　　令和３年２月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

柔道整復師

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７４６号

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

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

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

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

　　令和３年２月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

柔道整復師

  　　

―――――――――――――――――

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７００

整骨院

令和２年１２月１日神戸市西区糀台５丁目２番１号木村　洸太朗
西神中央なでしこ鍼灸

整骨院

変更年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和元年１１月１日神戸市西区糀台５丁目２番１号角田　圭吾

（新）西神中央なでし

こ鍼灸整骨院

（旧）まりん整骨鍼灸

院

廃止年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年１１月３０日
神戸市東灘区田中町２丁目３番

３号
黒岩　大助くろいわ整骨院



４７０１

神戸市告示第７４７号

　次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２および中国残留邦

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

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規

定により告示する。

　　令和３年２月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７４８号  

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

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

支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定介護機関の名

称等に変更があったとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和３年２月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

指定年月日介護事業者の主たる

事務所の所在地

介護事業者の名称当該指定にかかる

介護事業所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

平成３０年

１１月１日

神戸市垂水区舞子台７

丁目２番１号

医療法人　浩生会神戸市垂水区舞子台７

丁目３番７号

舞子台あんしんす

こやかセンター

令和２年

１１月１５日

神戸市中央区北長狭通

８丁目１番８号

特定非営利活動法

人ＣＯＭ総合福祉

研究所

神戸市中央区北長狭通

８丁目１番８号

ＮＰＯ法人介護

サービスあじさい

ママ

令和２年

１１月１５日

神戸市中央区北長狭通

８丁目１番８号

特定非営利活動法

人ＣＯＭ総合福祉

研究所

神戸市中央区北長狭通

８丁目１番８号

居宅支援あじさい

ママ

サービス種類変更年月日介護事業者の

主たる事務所

の所在地

介護事業者

の名称

当該変更にかか

る介護事業所の

所在地

当該変更にか

かる介護事業

所の名称

居宅介護支援平成３１年

４月１日

神戸市北区山田

町上谷上字古々

谷１２番地の３

医療法人社団

まほし会

（新）神戸市北

区唐櫃台２丁目

２３番２号

（旧）神戸市北

区唐櫃台２丁目

２３番８号

まほし居宅介

護支援事業所

からと



神戸市告示第７４９号

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

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

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

規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和３年２月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７５０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２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７０２

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

介護予防支援・介護

予防ケアマネジメン

ト

平成３０年

１０月３１日

神戸市垂水区舞

子台７丁目

医療法人　浩

生会

神戸市垂水区舞

子台７丁目３番

８号

舞子台あんし

んすこやかセ

ンター

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

平成２８年

１２月３１日

神戸市灘区鶴甲

４丁目７番２号

有限会社ポー

トファーマ

シー

神戸市灘区鶴甲

４丁目７番２号

鶴甲エミヤ薬

局

訪問介護　福祉用具

貸与　介護予防訪問

介護　介護予防福祉

用具貸与　居宅介護

支援　特定福祉用具

販売　特定介護予防

福祉用具販売

令和２年

１２月２５日

神戸市東灘区深

江北町３丁目

（有）コーズ神戸市東灘区深

江北町３丁目１０

番１２号

ひかりケアセ

ンター

居宅介護支援令和２年

９月３０日

東京都千代田区

神田駿河台２丁

目９番地

株式会社ニチ

イ学館

神戸市垂水区西

舞子２丁目１４番

２３号

ニチイケアセ

ンター舞子

居宅介護支援令和２年

９月３０日

東京都千代田区

神田駿河台２丁

目９番地

株式会社ニチ

イ学館

神戸市垂水区陸

ノ町１番２号

ニチイケアセ

ンター垂水

訪問介護　介護予防

訪問介護

令和２年

１１月１４日

神戸市中央区相

生町４丁目

特定非営利活

動法人ＣＯＭ

総合福祉研究

所

神戸市中央区相

生町４丁目２番

３３号

ＮＰＯ法人介

護サービスあ

じさいママ

居宅介護支援令和２年

１１月１４日

神戸市中央区相

生町４丁目

特定非営利活

動法人ＣＯＭ

総号福祉研究

所

神戸市中央区相

生町４丁目２番

３３号

居宅支援あじ

さいママ



４７０３

　　令和３年２月９日

　　　     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第７５１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３年２月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

指定期間指定管理者公の施設の名称

令和３年４月

１日から令和

８年３月３１日

まで

東京都文京区大塚３丁目１番１号

神戸新聞・ＴＲＣグループ

　　代表者　株式会社図書館流通センター

　　　　　　代表取締役　細川　博史

神戸市立灘図書館

神戸市立三宮図書館

東京都調布市調布ヶ丘３丁目６番地３

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社

　　代表取締役　関口　昌太朗

神戸市立名谷図書館

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３年

１月１日

兵庫県神戸市

兵庫区上沢通

７丁目１番２

号

株式会社Ｇｒ

ｅｅｎＡｐｐ

ｌｅ

兵庫県神戸市

中央区東雲通

１丁目６－１０

ライベス春日

野２０２

訪 問看護ス

テーション　

グリーンアッ

プル　中央

２８６５１９０５６１

訪問看護令和３年

１月１日

兵庫県神戸市

兵庫区上沢通

７丁目１番２

号

株式会社Ｇｒ

ｅｅｎＡｐｐ

ｌｅ

兵庫県神戸市

中央区東雲通

１丁目６－１０

ライベス春日

野２０２

訪 問看護ス

テーション　

グリーンアッ

プル　中央

２８６５１９０５６１

居宅介護支

援

令和３年

１月１日

兵庫県尼崎市

道意町四丁目

１４

株式会社シニ

アスタイル

兵庫県神戸市

東灘区住吉東

町三丁目１５番

１９号１Ｆ

シニアスタイ

ル神戸住吉ケ

アプランセン

ター

２８７０１０３５５９

訪問介護令和３年

１月１日

兵庫県尼崎市

道意町四丁目

１４

株式会社シニ

アスタイル

兵庫県神戸市

東灘区住吉東

町三丁目１５番

１９号１Ｆ

シニアスタイ

ル神戸住吉ヘ

ルパーステー

ション

２８７０１０３５６７

居宅介護支令和３年兵庫県神戸市安原合同会社兵庫県神戸市安原居宅２８７０５０３６５９



―――――――――――――――――

神戸市告示第７５２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３年２月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７０４

援１月１日兵庫区今出在

家町三丁目６

番２１号

兵庫県神戸市

兵庫区今出在

家町三丁目６

番２１号

訪問介護令和３年

１月１日

兵庫県神戸市

西区北山台３

丁目１２番１５号

株式会社やさ

しい手広野高

原

兵庫県神戸市

北区松宮台１

丁目８２番１号

やさしい手北

鈴蘭台

２８７５００３９８６

訪問介護令和３年

１月１日

兵庫県神戸市

中央区御幸通

２丁目１番６

号

株式会社ビオ

ネスト

兵庫県神戸市

北区西大池２

丁目７番４９号

訪問介護リブ

ウェル西大池

２８７５００３９９４

訪問介護令和３年

１月１日

兵庫県神戸市

中央区北野町

３丁目７番１

号

特定非営利活

動法人 神戸

パートナーズ

兵庫県神戸市

中央区元町通

４丁目６番１７

号２階

異人館の丘２８７５１０４１３１

通所介護令和３年

１月１日

兵庫県神戸市

中央区磯上通

３丁目１－３２

こうべ市民福

祉 交流セン

ター４階

社会福祉法人

神戸市社会福

祉協議会

兵庫県神戸市

西区春日台５

丁目１７４番地

１０

西区障害者支

援センター

２８７５２０５０３７

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３年

１月１日

兵庫県尼崎市

道意町四丁目

１４

株式会社シニ

アスタイル

兵庫県神戸市

東灘区住吉東

町三丁目１５番

１９号１Ｆ

シニアスタイ

ル神戸住吉ヘ

ルパーステー

ション

２８７０１０３５６７

生活支援訪

問サービス

令和３年

１月１日

兵庫県尼崎市

道意町四丁目

１４

株式会社シニ

アスタイル

兵庫県神戸市

東灘区住吉東

町三丁目１５番

１９号１Ｆ

シニアスタイ

ル神戸住吉ヘ

ルパーステー

ション

２８７０１０３５６７

介護予防訪

問サービス

令和３年

１月１日

兵庫県神戸市

西区北山台３

丁目１２番１５号

株式会社やさ

しい手広野高

原

兵庫県神戸市

北区松宮台１

丁目８２番１号

やさしい手北

鈴蘭台

２８７５００３９８６



４７０５

―――――――――――――――――

神戸市告示第７５３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

並びに第１１５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

条第２号及び第８５条第２号並びに第１１５条の１０第２号の規定により告示する。

　　令和３年２月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

生活支援訪

問サービス

令和３年

１月１日

兵庫県神戸市

西区北山台３

丁目１２番１５号

株式会社やさ

しい手広野高

原

兵庫県神戸市

北区松宮台１

丁目８２番１号

やさしい手北

鈴蘭台

２８７５００３９８６

介護予防訪

問サービス

令和３年

１月１日

兵庫県神戸市

中央区御幸通

２丁目１番６

号

株式会社ビオ

ネスト

兵庫県神戸市

北区西大池２

丁目７番４９号

訪問介護リブ

ウェル西大池

２８７５００３９９４

介護予防訪

問サービス

令和３年

１月１日

兵庫県神戸市

中央区北野町

３丁目７番１

号

特定非営利活

動法人 神戸

パートナーズ

兵庫県神戸市

中央区元町通

４丁目６番１７

号２階

異人館の丘２８７５１０４１３１

生活支援訪

問サービス

令和３年

１月１日

兵庫県神戸市

中央区北野町

３丁目７番１

号

特定非営利活

動法人 神戸

パートナーズ

兵庫県神戸市

中央区元町通

４丁目６番１７

号２階

異人館の丘２８７５１０４１３１

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

１２月１４日

兵庫県神戸市

西区長畑町１２

－１１

有限会社ジャ

スミン

兵庫県神戸市

西区長畑町１２

－１１

ホームヘルプ

ステーション

ジャスミン

２８７５２００９４７

訪問介護令和２年

１２月２５日

兵庫県神戸市

東灘区深江北

町３－１０－１２

有限会社コー

ズ

兵庫県神戸市

東灘区深江北

町３－１０－１２

ひかりケアセ

ンター

２８７０１００９４４

介護予防訪

問看護

令和２年

１２月３１日

兵庫県神戸市

垂水区神陵台

８丁目１－１２

株式会社ｂｓ

ｂ

兵庫県神戸市

垂水区神陵台

８丁目１－１２

　イトウビル

３階

リアン訪問看

護ステーショ

ン

２８６０８９０３３０

訪問看護令和２年

１２月３１日

兵庫県神戸市

垂水区神陵台

８丁目１－１２

株式会社ｂｓ

ｂ

兵庫県神戸市

垂水区神陵台

８丁目１－１２

　イトウビル

３階

リアン訪問看

護ステーショ

ン

２８６０８９０３３０



―――――――――――――――――

神戸市告示第７５４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３年２月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７０６

訪問介護令和２年

１２月３１日

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

３丁目４－２７

オオスミビル

２Ｆ

有限会社アシ

スト神戸

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

３丁目４－２７

オオスミビル

２Ｆ

アシスト神戸２８７０５０１７３７

居宅介護支

援

令和２年

１２月３１日

兵庫県神戸市

北区菖蒲が丘

１丁目２２－６１

株式会社スピ

ナッチ

兵庫県神戸市

北区八多町中

８６０

けあさぽーと

スピナッチ

２８７５００２４７５

訪問介護令和２年

１２月３１日

兵庫県神戸市

中央区琴ノ緒

町四丁目２番

５号

医療法人社団

三聖会

兵庫県神戸市

中央区琴ノ緒

町３－２－２４

ヘルパース

テーション　

サンケア

２８７５１０４０８１

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

１２月２５日

兵庫県神戸市

東灘区深江北

町３－１０－１２

有限会社コー

ズ

兵庫県神戸市

東灘区深江北

町３－１０－１２

ひかりケアセ

ンター

２８７０１００９４４

介護予防訪

問サービス

令和２年

１２月３１日

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

３丁目４－２７

オオスミビル

２Ｆ

有限会社アシ

スト神戸

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

３丁目４－２７

オオスミビル

２Ｆ

アシスト神戸２８７０５０１７３７

介護予防訪

問サービス

令和２年

１２月３１日

兵庫県神戸市

中央区琴ノ緒

町四丁目２番

５号

医療法人社団

三聖会

兵庫県神戸市

中央区琴ノ緒

町３－２－２４

ヘルパーステ

ーション　サ

ンケア

２８７５１０４０８１

生活支援訪

問サービス

令和２年

１２月３１日

兵庫県神戸市

中央区琴ノ緒

町四丁目２番

５号

医療法人社団

三聖会

兵庫県神戸市

中央区琴ノ緒

町３－２－２４

ヘルパーステ

ーション　サ

ンケア

２８７５１０４０８１



４７０７

神戸市告示第７５５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３年２月９日　

     神戸市長　久　元　喜　造

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５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

居宅介護令和３年

１月１日

兵庫県神戸市

兵庫区上沢通

７丁目１番２

号

株式会社Ｇｒ

ｅｅｎＡｐｐ

ｌｅ

兵庫県神戸市

兵庫区上沢通

７丁目１番２

号

グリーンアッ

プルＨｏｍｅ

Ｃａｒｅ

２８１０５０１６１５

重度訪問介

護

令和３年

１月１日

兵庫県神戸市

兵庫区上沢通

７丁目１番２

号

株式会社Ｇｒ

ｅｅｎＡｐｐ

ｌｅ

兵庫県神戸市

兵庫区上沢通

７丁目１番２

号

グリーンアッ

プルＨｏｍｅ

Ｃａｒｅ

２８１０５０１６１５

居宅介護令和３年

１月１日

兵庫県神戸市

中央区御幸通

２丁目１番６

号

株式会社ビオ

ネスト

兵庫県神戸市

北区西大池２

丁目７番４９号

訪問介護リブ

ウェル西大池

２８１５００１５７９

重度訪問介

護

令和３年

１月１日

兵庫県神戸市

中央区御幸通

２丁目１番６

号

株式会社ビオ

ネスト

兵庫県神戸市

北区西大池２

丁目７番４９号

訪問介護リブ

ウェル西大池

２８１５００１５７９

居宅介護令和３年

１月１日

神奈川県横浜

市旭区上川井

町８４６番地

セ ブ ン ス

デー・アドベ

ンチスト教団

兵庫県神戸市

北区有野台８

丁目９番

神戸アドベン

チスト病院訪

問介護三育セ

ンター

２８１５００１５８７

重度訪問介

護

令和３年

１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

居宅介護令和３年

１月１日

兵庫県神戸市

西区大津和１

丁目２番地の

３０パークサイ

ドフジイ１０９

号

合同会社３Ｓ

ＴＡＲｓ

兵庫県神戸市

西区大津和１

丁目２番地の

３０パークサイ

ドフジイ１０９

号

居宅介護事業

所　ケセラセ

ラ

２８１５２０１９３０

居宅介護令和３年

１月１日

兵庫県神戸市

西区前開南町

２丁目１３－５

株式会社セラ

ピット

兵庫県神戸市

西区前開南町

２丁目１３－１４

エールステー

ションリハ・

リハ

２８１５２０１９４８

重度訪問介

護

令和３年

１月１日

兵庫県神戸市

西区前開南町

２丁目１３－５

株式会社セラ

ピット

兵庫県神戸市

西区前開南町

２丁目１３－１４

エールステー

ションリハ・

リハ

２８１５２０１９４８



―――――――――――――――――

神戸市告示第７５６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３年２月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第７５７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２月１０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２３日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年２月９日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７０８

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

事業所番号

同行援護令和２年

１２月３１日

兵庫県神戸市

中央区八幡通

３丁目１－１４

　サンシポー

トビル６０５

株式会社ベグ

ネス

兵庫県神戸市

東灘区魚崎中

町４丁目６－

４コンドミニ

アム魚崎１０４

あぁもんどケ

アＫＯＢＥ

２８１０１００５８２

居宅介護令和２年

１２月３１日

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

３－４－２７オ

オスミビル２

Ｆ

有限会社　ア

シスト神戸

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

３－４－２７オ

オスミビル２

階

アシスト神戸２８１０５００３９３

重度訪問介

護

令和２年

１２月３１日

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

３－４－２７オ

オスミビル２

Ｆ

有限会社　ア

シスト神戸

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

３－４－２７オ

オスミビル２

階

アシスト神戸２８１０５００３９３

同行援護令和２年

１２月３１日

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

３－４－２７オ

オスミビル２

Ｆ

有限会社　ア

シスト神戸

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

３－４－２７オ

オスミビル２

階

アシスト神戸２８１０５００３９３



４７０９

―――――――――――――――――

神戸市告示第７５８号

　道路整備特別措置法（昭和３１年法律第７号）第１７条第１項の規定により神戸市道路公社が道

路の区域を変更することについて，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とおり変更し，同条第２項の規定により令和３年２月１０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２３日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年２月９日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第７５９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２月１０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２３日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年２月９日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５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 　１９．６０

最小 　１４．００

１４．８０新神戸市垂水区南多聞台２丁

目１２５３番２０地先から

神戸市垂水区南多聞台２丁

目４７番４地先まで

多聞伊川谷線市道

最大 　１４．００

最小 　１４．００

１４．８０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 　５３．６０

最小 　２６．９０

６９．５０新神戸市北区有野町唐櫃字金

懸３９９２番１地先から

神戸市北区有野町唐櫃字尾

下山４０２９番６地先まで

灘三田線県道

最大 　３１．９０

最小 　２６．９０

６９．５０旧

幅　　員延　　長新旧区　　　間路線名道路の



  公     告  

神戸市公告第１１２０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２２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２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７１０

（メートル）（メートル）別　種類

１３．００１２．００新神戸市東灘区森北町７丁目

７４４番１２２地先から

神戸市東灘区森北町７丁目

７４４番１２２地先まで

森北町７丁目

３号線

市道

１１．５０１２．００旧

垂水処理場濃縮棟外壁他改修工事工 事 名

神戸市垂水区平磯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９月３日完成期限

外壁改修，屋上防水改修工事工事概要

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　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

その他



４７１１

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２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

　・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，⑵⑶⑷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２２日（金）～１月２９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３年２月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２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２月３日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。
方　　法



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１１２１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２２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２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７１２

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

しあわせの村わいわいハウスＧＨＰ更新工事工 事 名

神戸市北区しあわせの村１番１号工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年５月１４日完成期限

しあわせの村わいわいハウス空調機更新に伴う機械・電気設備工事一式。工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ｂ又はＣ等級

　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」



４７１３

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２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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

令和３年１月２２日（金）～１月２９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１１２２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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７１４

第１日目　令和３年２月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２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２月３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

王塚台５丁目地区汚水管改築更新工事（その２）工 事 名

神戸市西区王塚台５丁目工事場所



４７１５

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２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和４年２月４日完成期限

管きょ更生工　φ２５０㎜　Ｌ＝８７９．８１ｍ，

管きょ工（開削）Ｋ１φ２５０㎜　Ｌ＝１９．１０ｍ，

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行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「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　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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



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３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７１６

　・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，⑵⑷⑸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２２日（金）～２月５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３年２月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月９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２月１０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



４７１７

　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１１２３号

　簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札により契約を締結するので，次

のとおり公告します。

　　令和３年１月２２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２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５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

今津１号雨水幹線築造他工事工 事 名

神戸市西区玉津町今津工事場所

令和４年３月３１日完成期限

今津１号雨水幹線築造工事

□１，１００×１，１００㎜ 他　路線延長Ｌ＝８９．８８ｍ

今津２号雨水幹線築造工事

Ｋ２φ９００㎜ 他　路線延長Ｌ＝１５８．３０ｍ

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，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ等級



３　総合評価に関する事項

４　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７１８

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

その他

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評価基準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法



４７１９

７　入札の日時及び方法

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。　

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

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

令和３年１月２２日（金）～２月５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２月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月９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。

方 法

令和３年２月１０日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

第１日目　令和３年２月８日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和３年２月９日（火）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方 法

令和３年２月１７日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



　補者を決定する。

１１　入札保証金

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

　定により免除します。

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１２４号

　簡易型（実績確認型）総合評価落札方式制限付一般競争入札により契約を締結するので，次

のとおり公告します。

　　令和３年１月２２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７２０

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

①　花山大橋耐震補強・補修工事（その１）

②　花山大橋耐震補強・補修工事（その１）に伴う汚水管移設工事

      　　　　＜合併入札＞

工 事 名

①　神戸市長田区花山町

②　神戸市長田区花山町２丁目
工事場所

①　令和４年３月３１日

②　令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和４年１月１４日
完成期限

①　耐震補強：落橋防止構造　１式，水平力分担構造　１式，

　　　　　　　制震ダンパー　１式，

　　補修工事：ひび割れ注入工　１式，表面含浸工　１式，橋面防水工　１式，

②　管きょ工（添架工）　新設φ２５０㎜　Ｌ＝２５．４９ｍ，

　　撤去φ２５０㎜　Ｌ＝３８．８５ｍ，仮設工　１式

工事概要

①　各会計年度ごとに，当該会計年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金前 払 金
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２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　総合評価に関する事項

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

　は２割以内）の額を支払う。

②　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。

この入札は，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「橋梁」を登録業種と

していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

その他

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評価基準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点評価の方法



４　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

７　入札の日時及び方法

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７２２

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

令和３年１月２２日（金）～２月５日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年２月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月９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。

方 法

令和３年２月１０日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

方 法

第１日目　令和３年２月８日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和３年２月９日（火）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方 法
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　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

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

　補者を決定する。

１１　入札保証金

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

　定により免除します。

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１２５号

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

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

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

において準用する同法第１２条第１項の規定により，次のとおり公告します。

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

令和３年２月１７日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



　　令和３年１月２５日

    神戸市　　　　　　　　　　　　　

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

別図は省略する。

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１２６号

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

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

次のとおり縦覧に供します。

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

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

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

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和３年１月２６日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和３年１月２６日

    神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　（仮称）ニトリ神戸長田店

　　神戸市長田区浪松町４丁目２番

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

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

　表者の氏名

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７２４

変更内容
土　　地　　の　　表　　示

面積地番字町区市

農業用施設用地

に用途区分を変

更する

６８０のうち

１９９．２５㎡

１０００番３８のうち

別図１の斜線部分
北狐谷神出町北西神戸

法人にあっては

代表者の氏名
住　所氏名又は名称

代表取締役

松本　順一
大阪市中央区今橋２丁目５番８号

株式会社ＮＴＴ西日本

アセット・プラニング

法人にあっては

代表者の氏名
住　所氏名又は名称

代表取締役

似鳥　昭雄
札幌市北区新琴似七条１丁目２番３９号株式会社ニトリ



４７２５

４　大規模小売店舗の新設をする日

　　令和３年８月２９日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　６，０７６平方メートル

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

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

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

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　午前８時３０分から午後９時３０分まで

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時から午後１０時まで

８　届出年月日

　　令和２年１２月２８日

９　縦覧期間

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

収　容　台　数位　置

１０９台建物１階、建物南側及び東側

面　積位　置

８１平方メートル建物北東側

収　容　台　数位　置

２１台建物１階及び建物南東側

容　量位　置

３２．５５立方メートル建物北東側

閉店時刻開店時刻

午後９時午前９時

出入口の数位置

出入口：１箇所敷地南側

出入口：１箇所敷地北側

２箇所合計



　　令和３年１月２６日から令和３年５月２５日まで

１０　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１３２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３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７２６

中央図書館２号館１階便所改修工事工 事 名

神戸市中央区楠町７丁目２－１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

中央図書館２号館１階便所改修，これに伴う電気・機械設備工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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



４７２７

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３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

令和３年１月２７日（水）～２月２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

　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，⑵⑶⑷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２月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月４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２月５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



　　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１１３３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３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７２８

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

六甲アイランド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　ただし，予算繰越の上は令和３年５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
等級



４７２９

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２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

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　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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，⑵⑶⑷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２７日（水）～２月５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２月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月９日（火）午前９時～午後３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１１３４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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７３０

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

湊川公園再整備工事（その２）工 事 名

神戸市兵庫区荒田町　湊川公園工事場所

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

園路広場工　１式，雨水排水工　１式，植栽工　１式，休憩施設工　１式，　工事概要

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２月１０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



４７３１

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２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

単独企業形態

造園工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

造園一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において，有効な神戸市工

事請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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，⑵⑶⑷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

設備施設工　１式，遊戯施設工　１式，敷地造成工　１式，

構造物取壊し工　１式他

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



　　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３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７３２

令和３年１月２７日（水）～２月９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２月１５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１６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２月１７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



４７３３

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１３５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３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

大江橋耐震補強及び補修工事工 事 名

神戸市北区長尾町上津工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年８月３１日完成期限

橋梁補修工：舗装工　一式，　橋面防水工　一式，　断面修復工　一式，　

　　　　　　ひび割れ注入工　一式，　橋梁付属物工　一式

耐震補強工：アンカーバー設置　一式，　増設横桁　一式，　縁端拡幅　一式，

　　　　　　横変位拘束構造　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

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「橋梁」を登録業種と

していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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



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３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７３４

　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，⑵⑶⑷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２７日（水）～２月２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２月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月４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２月５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



４７３５

　　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１１３６号

　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。

　なお，当該契約は，地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

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

　　令和３年１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３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５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

税関前歩道橋架替工事工 事 名

神戸市中央区加納町６丁目ほか工事場所

令和５年３月３１日完成期限

土木工事　一式：鋼橋上部工　一式，鋼橋下部工　一式，旧橋撤去工　一式

建築工事　一式：本工事は税関前歩道橋架替工事に伴う建築・電気設備に係る

一切の工事を行うものである。

昇降機工事　一式：本工事は税関前歩道橋架替工事に伴う昇降機設備に関わる

一切の工事を行うものである。

工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。
前 払 金

特定建設工事共同企業体形態　　　　

２社又は３社構成員の数

⑴　構成員の自主結成であること。

⑵　共同請負について（昭和２８年３月１０日建設省発建第９号）に規定
結成方法



令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７３６

する甲１型であること。

構成員が２社のときは　１００分の３０以上，３社のときは　１００分の２０以

上
構成員の出資比率

共同企業体の各構成員（代表者を含む）に関する条件

鋼構造物工事業に係る特定建設業の許可，土木工事業に係る特定建設

業の許可又はとび・土工工事業に係る特定建設業の許可

　ただし，構成員のうち１社以上は土木工事業に係る特定建設業の許

可又はとび・土工工事業に係る特定建設業の許可を有する者であるこ

と。

建設業の許可

鋼構造物工事業に係る建設業の許可の場合

経営事項審査の結果において，鋼橋上部工事の総合評定値が８００点以

上

土木工事業に係る建設業の許可の場合

経営事項審査の結果において，土木一式工事の総合評定値が９００点以

上

とび・土木工事業に係る建設業の許可の場合

経営事項審査の結果において，とび・土工・コンクリート工事の総合

評定値が８００点以上

　ただし，入札参加資格の審査の申請の受付期間の最終日において，

審査基準日から１年７月を経過していないものに限る。

経営事項審査

の結果の点数

神戸市工事請負競争入札参加資格を有すること。（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条の２第

１項又は第２７条の４第１項において読み替えて適用する規則第３条の

２第１項に規定する認定を受けていること。）

神戸市の入札

参加資格

⑴　受付最終日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑵　主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。

⑶　入札参加資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日

　までの間に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）

　に基づく指名停止を受けていないこと。

⑷　入札参加資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日

　までの間において，経営状況が窮境にある者（会社更生法（平成１４

　年法律第　１５４号）の規定に基づく更生手続開始の決定がされてい

　る者，民事再生法（平成１１年法律第　２２５号）の規定に基づく再生

　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

⑸　この工事の入札参加資格の審査の申請をした他の共同企業体の構

　成員でないこと。

その他

共同企業体の代表者に関する条件

鋼構造物工事業に係る特定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，鋼橋上部工事の総合評定値が８００点以

上。

経営事項審査

の結果の点数



４７３７

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　入札説明書等の交付期間，交付場所及び交付方法

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

７　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　契約監理課

８　入札の日時及び場所等

　　入札は原則として電子入札システムを利用する電子入札により行います。紙入札による参
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ただし，入札参加資格の審査の申請の受付期間の最終日において，審

査基準日から１年７月を経過していないものに限る。

ケーブルにより桁を支持する橋梁形式（吊橋・斜張橋等）で橋長３０ｍ

以上の橋梁製作及び架設工事を，元請として平成１１年度以降に完成さ

せた施工実績があること。

　ただし，補修工事又は現在施工中の工事に係るものを除く。

なお，共同企業体の構成員として施工したものは，出資比率が３０％以

上の場合に限り実績に含める。

施工実績

出資比率が，構成員中最大であること。その他

令和３年１月２７日（水）～２月１０日（水）

　ただし，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

交付期間

契約監理課及びホームページ交付場所

無料交付

※　ホームページより入手する場合は，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/）

　に掲載するので，ダウンロードすること。

交付方法

令和３年１月２７日（水）～２月１０日（水）

※　本市の休日を除く，兵庫県電子入札共同運営システム（以下，電子入札シ

　ステムという。）の稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

提出期間

契約監理課提出場所



　加を希望される場合は事前に承認が必要となるため，入札に参加する者に必要な資格の審査

　の申請書の提出期間内に契約監理課まで申し出てください。

　⑴　電子入札の場合

　⑵　持参の場合

　⑶　郵送の場合

９　開札の日時及び場所等

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札書の記載金額

　　落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を

　加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てた金額）

　をもって落札価格とするので，入札者は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか

　免税事業者であるかを問わず，見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

　書に記載すること。　

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。
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令和３年３月１０日（水）午前１０時３０分を予定日　　時

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
場　　所

第１日目　令和３年３月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月９日（火）午前９時～午後３時
日　　時

電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「内訳書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確

認通知」及び「入札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方　　法

令和３年３月１０日（水）　午前９時から午前１０時まで日　　時

入札書を，内訳書を添付の上，所定の入札用封筒に入れ封緘し，封筒の表に

「入札書在中」と朱書し，下記窓口に提出すること。
方　　法

契約監理課場　　所

令和３年３月９日（火）午後５時までに，本市（本庁舎）に到着する文書の直

接窓口である行財政局業務改革課（文書係）に到着していること。
日　　時

入札書を，内訳書を添付の上，所定の入札用封筒に入れ封緘し，さらに別の封

筒（様式は自由）に入れ，封筒の表に「入札書在中」と朱書し，書留郵便で送

付すること。

方　　法

郵便番号　６５０－８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市行財政局契約監理課
あ て 先



４７３９

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　落札者の決定方法

　　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。ただし，落

　札者となるべき者の入札価格によっては，低入札価格調査手続要綱に基づき，その者を落札

　者としないことがあります。

　　予定価格事後公表の適用工事において，落札者となるべき者がいない場合は，当初の入札

　において予定価格を超過した価格をもって入札した者のみを対象として再入札を行います。

　また，再入札によっても落札者となるべき者がいない場合には不調打ち切りとします。

　　開札の結果，落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは，電子入札シス

　テムの抽選機能により落札者を決定します。

１４　契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１５　その他

　⑴

　⑵　神戸市工事請負入札参加資格を有すると認定されていない者の参加

　　　本件入札への参加を希望される時点で神戸市工事請負入札参加資格を有すると認定され

　　ていない場合は，入札参加にあたって，別途当該資格の認定に関する申請を行い，その認

　　定を受ける必要があります。申請に必要な手続きは，下記のとおりです。

　　ア　申請先　

　　　　３　入札に必要な書類を示す場所

　　イ　申請に必要な書類の入手方法

 上記申請先で本市の休日を除く午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを

　　　除く）無料で交付する。

　　ウ　申請期限

 令和３年２月１０日（水）午後５時まで

　⑶　入札の適正さが阻害されると認められる資本関係又は人的関係のある複数の者の参加の

　　制限

　　　この入札に参加する複数の者の関係が，以下のアからウまでのいずれかに該当する場合

　　には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体の代表者以外の構成員である場

　　合の入札を除く。）は全て無効とします。ただし，該当する者の一者を除く全てが入札を

　　辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

　　ア 資本関係

 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，子会社（会社法第２条第３号及び会

　　　社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社

　　　更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法
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無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無



　　　第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。

　　　　①親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。

　　　　　以下同じ。）と子会社の関係にある場合

　　　　②親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

　　イ　人的関係

 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，①については，会社の一方が更生会

　　　社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。

　　　　①一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が，他方

　　　　　の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合

　　　　②一方の会社の代表権を有する者が，他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事

　　　　　再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

　　ウ　その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

 その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

１６　Summary

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１４６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２月９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

　　神戸市長田区上池田三丁目１番２の一部，３３番４，５１番３６の一部，５１番５１の一部，

　　５２番６，５２番７　のうち承認道路

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名
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Kobe Customs pedestrian bridge replacementSubject matter of the contract

 5:00 P.M. 10 February, 2021 

In case of the electronic bid

 8:00 P.M. 10 February, 2021

The closing date and time for the submission of 

application forms and attached documents for 

the qualification confirmation

 9:00～10：00 A.M. 10 March, 2021

In case of the electronic bid

 9:00 A.M.～8:00 P.M. 8 March, 2021

 9:00 A.M.～3:00 P.M. 9 March, 2021

The date and time for the submission of tenders

Contract Management Division, Finance　Department,　

Administration and Finance Bureau, Kobe City Hall, 6-5-1 Kano-

cho, Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan.

TEL 078-322-5147

A contact point where 

tender documents are 

available



４７４１

　　神戸市中央区大日通一丁目２番１８号

　　株式会社　マルハチエステート

　　代表取締役　栗花　正雄

３　許可番号

　　令和２年３月９日　　　第 ７０２０ 号

　　　（変更許可　令和２年１２月１１日　　　第 １４１９ 号）　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１４７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２月９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

　　神戸市須磨区緑が丘２丁目８８５番８４，８８５番８５，８８５番９２，８８５番９３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　明石市大久保町大窪４９７番地１

　　関西住宅販売株式会社

　　代表取締役　横野　修三

３　許可番号

　　令和２年６月２日　　　第 ７０２９ 号

　　　（変更許可　令和２年１２月２３日　　　第 １４２２ 号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１４８号

　ポートアイランド（第２期）研究・文化施設用地Ａの買受人にかかる令和２年度の第２回公

募を次のとおり行います。

　　令和３年２月９日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　公募区画

　注　１）　契約は，上記記載面積にて締結します。

　　　２）　当該公募区画の分割はできません。

　　　３）　建ぺい率６０％，容積率２００％です。

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

面　　積地　目用途地域所　　在

９９７３．０９㎡雑種地準工業地域神戸市中央区港島南町７丁目２番２



２　公募のしおり・申込用紙の配布期間・配布場所

　⑴　配布期間

　　　令和３年２月９日（火）から同年３月２４日（水）まで（ただし，土日祝休日を除く）

　　　午前９時から正午まで，及び午後１時から午後５時まで

　⑵　配布場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎１号館２３階

　　　神戸市都市局新都市事業部企業誘致課／電話（０７８）３２２－６５２９（直通）

３　現地見学会

　　令和３年３月４日（木）午前１０時～１１時　

　　※要事前予約，申込み方法等は，公募のしおりをご覧ください。

　　※雨天決行。ただし，荒天の際は変更する場合があります。　

４　受付期間・受付場所

　　令和３年３月１８日（木）から同年３月２４日（水）まで（ただし，土日祝休日を除く）

　　午前９時から正午まで，及び午後１時から午後５時まで

　　受付場所等は，２⑵配布場所と同じです。

５　申込み条件等

　⑴　対象事業者

　　　ポートアイランド（第２期）研究・文化施設用地Ａの用途に適合する事業者（研究開発

　　事業，教育事業又はスポーツレクリエーション及びこれらに付随する関連事業を行う者）。

　⑵　申込者の資格

　　　公募のしおりに定める資格要件を満たす者。

　⑶　その他の条件

　　　土地の利用計画との整合，土地利用上の制限，操業等の義務，権利の譲渡等の制限，契

　　約の履行等について，公募のしおりに定めるところによります。

６　分譲に関する条件

　⑴　分譲価格

　　　１平方メートル当たり１９２，６００円

　　　なお，一定の要件に該当する場合は，割引制度をご利用いただくことができます。

　⑵　土地売買代金

　　　土地売買代金は，上記⑴の１平方メートル当たりの分譲価格に分譲面積を乗じた額とし，

　　１，０００円未満は切捨てとします。

　⑶　土地売買代金の納入方法

　　　土地売買契約締結の日までに土地売買代金の１０％，土地引渡しの日までに残額をお支払

　　いください。

７　買受人の決定

　⑴　買受申込書等提出された資料に基づき，買受人としての資格等の有無について審査しま

　　す。

　　※選考の結果，申込みに添えない場合があることを了承ください。

　⑵　複数の事業者からの申込みがあり，⑴の審査で買受人としての資格等を有すると判断さ

　　れた買受希望者の内，買受申込書の提出時に提出された分譲割引項目選択表の合計割引率
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　　が低い事業者を買受人として決定し，申込者に通知します。

　⑶　なお，買受申込書の提出時に提出された分譲割引項目選択表において，合計割引率が同

　　じ場合は，抽選にて勝札を得た事業者を買受人として決定し，申込者に通知します。

　　※複数企業から申込みがあり，抽選となった場合は，後日神戸市より連絡します。

８　契約の締結

　　契約は，買受人の決定通知後，令和３年５月３１日（月）までに，公正証書により締結して

　いただきます。

９　土地の引渡し

　　土地の引渡しは，土地売買代金及びその他本市に支払う金銭が完納された後，現状有姿で

　土地引渡書により行います。

１０　その他

　　公募の詳細については，公募のしおりをご覧ください。

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１４９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２月９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

　　神戸市中央区港島南町７丁目１番９，１番１０，１番５８

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市中央区港島南町７丁目１番９

　　株式会社どうぶつ王国

　　　　代表者　佐藤　哲也

３　許可番号

　　令和２年６月１６日　第７０３３号

  水  道  局  

神戸市水道公告第１１８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
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垂水（旭が丘他）配水管取替工事工 事 名



２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７４４

神戸市垂水区旭が丘１，２丁目，天ノ下町，陸ノ町工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年８月３１日完成期限

布設：φ７５（給水）－６．６ｍ，φ１００（給水）－４．０ｍ，φ５０（ＰＥ）－２３．０ｍ，

　　　φ７５－１．０ｍ，φ１００－１３．３ｍ，φ１５０－２９４．９ｍ，φ３００－０．６ｍ

撤去：φ７５（給水）－６．４ｍ，φ１００（給水）－０．９ｍ，φ１００－１２．９ｍ，

　　　φ１５０－３１８．６ｍ，φ２５０－１７０．２ｍ，φ３００－７．０ｍ，

　　　φ２５０－１１５．７ｍ（残置）

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，Ｂ又はＣであり，令和２・３年度神戸市競争

入札参加資格の土木一般の総合点数が９２０点以上のものは施工実績の提

出は不要とする。

施工実績

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

その他



４７４５

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

　　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，⑵⑶⑷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２７日（水）～２月５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３年２月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月９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２月１０日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　「取止め通知書」

方 法



　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１１９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３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７４６

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（明石木見線）配水管取替工事その８工 事 名

神戸市西区玉津町高津橋工事場所

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

布設：φ５０－７９．２ｍ，φ７５－１１．３ｍ，φ１００－０．４ｍ，φ１５０－３０．７ｍ，

　　　φ２００－６３．７ｍ

撤去：φ１００－３．７ｍ，φ１５０－４４．７ｍ，φ２００－１６．８ｍ，φ３００－１０９．０ｍ

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



４７４７

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３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

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，⑵⑶⑷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２７日（水）～２月２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２月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月４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
方 法



７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

  交  通  局  

　交通局公文書管理規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　　令和３年１月２７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１６号

　　　交通局公文書管理規程の一部を改正する規程

　交通局公文書管理規程（平成３０年３月交通管理規程第１２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。

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７４８

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２月５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

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。



４７４９

　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

　この規程は，令和３年２月１日から施行し，同日以後に起案する決裁文書及び供覧文書につ

いて適用する。

 

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

改正前改正後

（文書の起案等）

第１４条

２　決裁文書及び供覧文書は，次に掲げると

　ころにより起案し，決裁を受け，又は閲覧

　に供さなければならない。

　⑴，⑵　［略］

　⑶　２以上の課（これに相当するものを含

　　む。）に関係するときは，最も関係の深

　　い課で起案し，関係の課に合議すること。

　⑷～⑹　［略］

３，４　［略］

　（合議文書の取扱い）

第１５条　［略］

２～４　［略］

５　特に重要若しくは異例な事項又は急施を

　要する事項その他必要があると認められる

　事項は，関係する組織の職員の参集を求め

　て協議し，全員の同意をもってその合議に

　代えることができる。

　（文書の起案等）

第１４条　［略］

２　決裁文書及び供覧文書は，次に掲げると

　ころにより起案し，決裁を受け，又は閲覧

　に供さなければならない。

　⑴，⑵　［略］

　⑶　２以上の課（これに相当するものを含

　　む。）に関係するときは，最も関係の深

　　い課で起案し，関係の課に合議すること。

　　ただし，関係の課に協議して同意を得た

　　場合（合議について他に定めのある場合

　　を除く。）は，当該同意をもって合議に

　　代えることができる。

　⑷～⑹　［略］

３，４　［略］

　（合議文書の取扱い）

第１５条　［略］

２～４　［略］

５　前項の規定は，前条第２項第３号ただし

　書の規定により，関係の課の同意をもって

　合議に代える場合に準用する。この場合に

　おいて，第４項中「合議をした事項」とあ

　るのは「協議をした事項」と，「合議済み」

　とあるのは「協議済み」と読み替えるもの

　とする。



  監 査 委 員  

監査公表第９号

　　令和３年２月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市監査委員　　　細　　川　　明　　子　

　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　藤　　原　　武　　光　

　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　山　　本　　嘉　　彦　

同　　　　　　　　　沖　　久　　正　　留　

監　　査　　公　　表

　地方自治法第１９９条第１項，第２項，第４項及び第７項の規定に基づき実施した監査につい

て，同条第９項の規定により下記の内容について別紙のとおりその結果に関する報告を令和３

年２月５日に提出したので、公表します。

記

  令和２年度財務定期監査（１）

 危機管理室，行財政局，福祉局（障害福祉関連），

 区役所（障害福祉関連）　……………………………………監査報告第９号

　　令和２年度財政援助団体等監査（１）

 公益財団法人こうべ市民福祉振興協会　……………………監査報告第１０号

 株式会社神戸サンセンタープラザ　…………………………監査報告第１１号

 神戸高速鉄道株式会社　………………………………………監査報告第１２号

 社会福祉法人洗心会 …………………………………………監査報告第１３号

 マックアース・東急コミュニティー・

 六甲技研グループ　……………………………………………監査報告第１４号

 社会福祉法人神戸明輪会・

 社会福祉法人新緑福祉会共同事業体　………………………監査報告第１５号

　　例月出納検査

 令和２年７，８，９月分　……………………………………検査報告第４号

―――――――――――――――――

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７５０



４７５１

監査公表第１０号

　　令和３年２月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市監査委員　　　細　　川　　明　　子　

　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　藤　　原　　武　　光　

　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　山　　本　　嘉　　彦　

同　　　　　　　　　沖　　久　　正　　留　

監　　査　　公　　表

　地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき，市長等から監査の結果に基づき，又は監査の結

果を参考として講じた措置等について通知があったので，同項の規定により，下記の内容につ

いて別紙のとおり公表します。

記

　令和２年度工事定期監査及び出資団体工事監査（１）

　　　（一財）神戸すまいまちづくり公社，建設局，港湾局，建築住宅局

  訂     正  

 令和２年５月２６日付け神戸市公報第３６５９号に掲載の神戸市水道管理規程第２号について，誤

りがありましたので，次のとおり訂正します。

（８３５ページ上から２１行目）

誤

　別表（第２条関係）

　　　別表（第２条関係）備考の表を次のように改める。

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号

２種甲担当局長

１種乙副局長　　

２種乙部長，センター所長（東部センター所長及び北センター

所長を除く），担当部長（管理者が定めるものに限る）

３種乙担当部長（２種のものを除く）

１種丙課長，担当課長，東部センター所長，北センター所長，

浄水管理センター所長，水質試験所長，センター副所長

　　　１３１，０００円２種甲



正

　別表（第２条関係）

　　　別表（第２条関係）備考の表を次のように改める。

―――――――――――――――――

　令和３年１月５日付け神戸市公報第３６９０号について，誤りがありましたので，次のとおり訂

正します。

（４２８３ページ　告示第６６８号　上から５行目）

誤

　　　令和２年１月５日

正

　　　令和３年１月５日

令和３年２月９日   神  戸  市  公  報   第３６９５号４７５２

支給区分支給額職

２種甲担当局長

１種乙副局長　　

２種乙部長，センター所長（東部センター所長及び北センター

所長を除く），担当部長（管理者が定めるものに限る）

３種乙担当部長（２種のものを除く）

１種丙課長，担当課長，東部センター所長，北センター所長，

浄水管理センター所長，水質試験所長，センター副所長

　　　１１７，０００円１種乙

　　　１１２，０００円２種

　　　　１０７，０００円３種

　　　　８９，０００円１種丙

月額支給区分    　支給額

　　　１３１，０００円２種甲

　　　１１７，０００円１種乙

　　　１１２，０００円２種

　　　　１０７，０００円３種

　　　　８９，０００円１種丙


