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４８９５

  告     示  

神戸市告示第７６３号

　令和３年１月１４日付け神戸市告示第７０８号に掲げる神戸市立三宮図書館の開館時間の変更を

する期間を次のとおり延長する。

　　令和３年２月５日

　　　     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開館時間の変更を延長する期間

　　令和３年２月９日（火）から令和３年３月６日（土）まで

２　開館時間の変更

　　午前１０時から午後８時まで。ただし，日曜日及び休日にあっては，午前１０時から午後６時

　まで

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７６４号

　人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例（平成８年４月条例第１０号）第１８条第７項の

規定に基づく里づくり計画の変更の認定を行ったので，同条第８項において準用する同条第６

項の規定により，次のとおり告示する。

　　令和３年２月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　変更認定する里づくり計画

　　　上北古里づくり計画

　　　田井里づくり計画

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７６５号

　神戸市市税条例（昭和２５年８月条例第１９９号）第２３条の２第１項第３号の規定に基づき，個

人の市民税の控除の対象となる寄附金に係る法人又は団体を指定したので，次のとおり告示す

る。

　　令和３年２月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
指定年月日

（対象となる寄附金）

指定番号

学校法人　園田学園

理事長　齊藤　悦一

兵庫県尼崎市南塚口町一丁目２４番１６号

令和３年２月３日

（令和３年１月１日以後

に支出された寄附金）

２０２０００１２



―――――――――――――――――

神戸市告示第７６６号

　神戸市市税条例（昭和２５年８月条例第１９９号）第２３条の２第１項第３号の規定に基づき，個

人の市民税の控除の対象となる寄附金に係る法人又は団体を指定したので，次のとおり告示す

る。

　　令和３年２月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７７７号

　令和３年２月１８日神戸市役所内に第１回定例市会を招集する。

　　令和３年２月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造

  　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７８２号

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

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

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

り告示する。

　　令和３年２月２４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　　久　元　喜　造

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　三宮保管所及び湊町保管所

　　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４８９６

名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
指定年月日

（対象となる寄附金）

指定番号

学校法人　兵庫医科大学

理事長　太城　力良

兵庫県西宮市武庫川町１番１号

令和３年２月３日

（令和３年１月１日以後

に支出された寄附金）

２０２０００１３



４８９７

 （日曜日，祝日及び１２月２８日から１月４日を除く）

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，　本市に帰属する。

別表

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

兵庫区湊川町２丁目１番１２号

建設局中部建設事務所

電話　５１１－０５１５
令和３年１月５日

台

台

３５

０

自転車

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

中央区小野浜町３番地先

三宮保管所

台

台

１２

１

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

７

０

自転車 

原動機付自転車

春日野道駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年１月８日

台

台

３２

０

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和３年１月１３日
台

台

８１

１

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年１月１８日

台

台

９２

１

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年１月２２日

台

台

１７

０

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

９

０

自転車 

原動機付自転車

春日野道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和３年１月２６日

台

台

４５

３

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

元町道駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年１月２８日
台

台

３９

０

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域



―――――――――――――――――

神戸市告示第７８３号  

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

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

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

　　令和３年２月２４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造

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

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

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　⑴　西部保管所・西代保管所

　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４８９８

令和３年１月３１日
台

台

１４８

３

自転車 

原動機付自転車
中央区・兵庫区長期放置

令和３年１月６日

台

台

３８

１

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

兵庫区湊町１丁目３５

湊町保管所

台

台

２２

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和３年１月１４日

台

台

２８

０

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１３

０

自転車 

原動機付自転車

新開地駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１１

０

自転車 

原動機付自転車

湊川駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

和田岬駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２３

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和３年１月２５日

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

新開地駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１６

０

自転車 

原動機付自転車

湊川駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１３

２

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内



４８９９

　⑵　須磨保管所・名谷保管所

　　ア　火曜日・木曜日　午後３時から午後７時まで

　　　　（ただし，即時撤去日より７日間は（１）と同様の運用とする。）

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

　

―――――――――――――――――

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

問 い 合 わ せ 先
撤去及び保管した

年月日

撤去及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管および

返還の場所

神戸市須磨区妙法寺字ヌメリ石

１番地の１

建設局西部建設事務所

電話　７４２－２４２４

令和３年１月１２日

台１６自転車
新長田駅周辺

自転車等放置禁止区域長田区御屋敷通２丁目６番

西部保管所 台

台

２９

２

自転車

原動機付自転車
長田・須磨区管内長期放置

令和３年１月１３日
台

台

３３

２

自転車

原動機付自転車
長田・須磨区管内長期放置

須磨区須磨浦通２丁目２番

須磨保管所

令和３年１月１４日台１０自転車
板宿駅（南・北）周辺

自転車等放置禁止区域

長田区西代通１丁目１番

西代保管所

令和３年１月１９日台４自転車長田・須磨区管内長期放置
長田区御屋敷通２丁目６番

西部保管所

令和３年１月２０日
台３自転車

名谷・妙法寺駅周辺

自転車等放置禁止区域
須磨区西落合６丁目１番

名谷保管所
台８自転車長田・須磨区管内長期放置

令和３年１月２１日

台１６自転車
高速長田駅周辺

自転車等放置禁止区域長田区西代通１丁目１番

西代保管所 台

台

８

１

自転車

原動機付自転車
長田・須磨区管内長期放置

令和３年１月２６日台５自転車
板宿駅（南・北）周辺

自転車等放置禁止区域

長田区西代通１丁目１番

西代保管所

令和３年１月２７日

台１５自転車
新長田駅周辺

自転車等放置禁止区域長田区御屋敷通２丁目６番

西部保管所
台１４自転車長田・須磨区管内長期放置

令和３年１月２８日

台

台

７

１

自転車

原動機付自転車

高速長田駅・西代駅周辺

自転車等放置禁止区域長田区西代通１丁目１番

西代保管所 台

台

２０

２

自転車

原動機付自転車
長田・須磨区管内長期放置



神戸市告示第７８４号

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により，事業系ごみの処分

に係る手数料及び物品売払代金の収納事務を次の者に委託する。

　　令和３年２月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　委託先

２　委託期間

　　令和３年２月１日から令和３年３月３１日まで

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７８５号

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

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

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

告示する。

　　令和３年２月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　魚崎浜保管所及び稗原保管所

　　ア　月曜日から金曜日まで　　　　　午後３時から午後７時まで

　　イ　土曜日 　　　　　　　　　　午後１時から午後５時まで

　　　　（日曜日，祝日及び１２月２８日から１月４日を除く）

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９００

所在地名称

東京都目黒区青葉台２丁目１９番１０号株式会社ドン・キホーテ



４９０１

別表　

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

東灘区御影塚町２丁目２７番２０号

建設局東部建設事務所

電話　８５４－２１９１

令和３年１月７日台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年１月１３日台

台

１６

４

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

新在家駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

灘駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

岩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

摩耶駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年１月１５日台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

魚崎駅周辺

自転車等長期放置

令和３年１月１９日台

台

８

２

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

阪急御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１２

３

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

新在家駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年１月２１日台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域



―――――――――――――――――

神戸市告示第７８６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２５日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和３年３月１０日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年２月２４日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９０２

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年１月２５日台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

灘駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

３

１

自転車 

原動機付自転車

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

摩耶駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１４

３

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

２

自転車 

原動機付自転車

阪急御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和３年１月２８日台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

３５

１

自転車 

原動機付自転車

灘区管内

自転車等長期放置

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

魚崎駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２９

０

自転車 

原動機付自転車

東灘区管内

自転車等長期放置

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 　１２．６０

最小　 １１．００

４２．００新神戸市西区押部谷町西盛字

老之本３２７番２地先から

神戸市西区押部谷町西盛字

老之本３１８番１地先まで

平野三木線県道

最大 　１１．００

最小  　９．７０

４２．００旧



４９０３

―――――――――――――――――

神戸市告示第７８７号　　

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

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

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

より告示する。

　　令和３年２月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第７８８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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

指定年月日所在地名称

令和３年１月１日神戸市中央区布引町３丁目１番７号
フラワーロードのむら肛門クリ

ニック

令和３年１月１日神戸市中央区港島中町３丁目２番６号わしおこども医院

令和３年１月１日神戸市東灘区岡本１丁目８番２号岡本歯科ロコクリニック

令和３年１月１日神戸市東灘区岡本１丁目４番２７号中川歯科医院

令和２年５月１日神戸市垂水区宮本町３番１４号六島歯科

令和３年２月１日神戸市中央区山本通１丁目３番１号パールストリート歯科

令和３年１月１日
神戸市東灘区御影本町４丁目７番１３号

　

ココカラファイン薬局　阪神御

影駅南店

令和３年１月１日神戸市垂水区神田町１番２０号
ココカラファイン薬局　ＪＲ垂

水駅店

令和２年１１月１日神戸市長田区房王寺町３丁目６番１３号神戸朝日訪問看護ステーション

変更年月日所在地名称

令和３年１月１日神戸市北区長尾町上津４６６３番地の３

（新）ありまこうげんホスピタル

（旧）医療法人寿栄会有馬高原病
院



―――――――――――――――――

神戸市告示第７８９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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７９０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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

はりきゅう師

―――――――――――――――――

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９０４

廃止年月日所在地名称

令和２年１２月３１日神戸市中央区雲井通６丁目１番５号いしはらクリニック

令和２年１２月３１日神戸市中央区布引町３丁目１番７号
こじま肛門外科　三宮フラワー

ロード診療所

令和２年１２月３１日神戸市中央区港島中町３丁目２番６号わしおこども医院

令和２年１２月３１日神戸市東灘区岡本１丁目４番２７号中川歯科医院

令和２年１２月３１日神戸市東灘区岡本１丁目８番２号岡本歯科ロコクリニック

令和２年４月３０日神戸市垂水区宮本町３番１４号六島歯科

令和２年１２月３１日神戸市東灘区御影本町４丁目１０番１号ライフォート阪神御影駅南薬局

令和２年１２月３１日神戸市垂水区神田町１番地２０駅クオール薬局ＪＲ垂水店

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３年１月１８日
神戸市長田区日吉町４丁目３番

２号
砂川　真由美はっぴー鍼灸院



４９０５

神戸市告示第７９１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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第７９２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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７９３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

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

サービス種類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

訪問介護　居宅介護

支援

平成２６年

７月１日

神戸市東灘区魚

崎北町４丁目３

番１５号

特定非営利活

動法人ケアッ

ト

神戸市東灘区魚

崎北町４丁目３

番１５号

特定非営利活

動法人ケアッ

ト　あかね在

宅介護

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

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　居

宅療養管理指導　介

護予防訪問看護　介

護予防訪問リハビリ

テーション　介護予

防居宅療養管理指導

令和３年

１月１日

神戸市北区長尾

町上津４６６３番地

の３

社会医療法人

寿栄会

神戸市北区長尾

町上津４６６３番地

の３

（新）ありま

こうげんホス

ピタル

（旧）医療法

人寿栄会有馬

高原病院



の３の規定により告示する。

　　令和３年２月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造

  公     告  

神戸市公告第１１７４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２月５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２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９０６

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

訪問介護　介護予防

訪問介護　居宅介護

支援

平成２６年６

月３０日

神戸市東灘区魚

崎中町４丁目２

番４号

特定非営利法

人ケアット

神戸市東灘区魚

崎中町４丁目２

番４号

特定非営利活

動法人ケアッ

ト　あかね在

宅介護

訪問介護　介護予防

訪問介護　居宅介護

支援

令和２年

１２月３１日

神戸市兵庫区下

沢通３丁目

（有）アシスト

神戸

神戸市兵庫区下

沢通３丁目４番

２７号

アシスト神戸

訪問介護　介護予防

訪問介護

令和２年

１２月１４日

神戸市西区長畑

町

有限会社ジャ

スミン

神戸市西区長畑

町１２番地１１

ホームヘルプ

ステーション

ジャスミン

中央消防署栄町出張所外壁改修他工事工 事 名

神戸市中央区栄町通７丁目１－６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３０日完成期限

外壁改修，屋上防水，これらに伴う電気設備工事，一部外構工事工事概要

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Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事
等級



４９０７

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２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

請負入札参加資格における等級をいう。

建築一般の総合点数が９００点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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２月５日（金）～２月１９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１１７５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２月５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９０８

第１日目　令和３年２月２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５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２６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

苅藻島クリーンセンター工場棟南面外壁改修他工事工 事 名

神戸市長田区苅藻通３丁目１２－２８工事場所



４９０９

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

令和３年８月３１日完成期限

外壁改修，工場棟・渡り廊下・計量棟笠木改修工事工事概要

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

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

建築一般の総合点数が９００点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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



　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法　

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　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２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９１０

令和３年２月５日（金）～２月１９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２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５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２６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



４９１１

　　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１１７６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２月５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２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

東垂水３丁目地区他汚水管改良工事工 事 名

神戸市垂水区東垂水３丁目他工事場所

令和４年３月３１日完成期限

管きょ更生工　φ２００㎜　Ｌ＝３２７．６８ｍ，φ２５０㎜　Ｌ＝７７０．４１ｍ

管きょ工（開削）Ｋ１φ２００㎜　Ｌ＝５８．３７ｍ，Ｋ１φ２５０㎜　Ｌ＝１６．６５ｍ

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式

工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

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２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９１２

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑸　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑷⑸中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，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２月５日（金）～２月１９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２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５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



４９１３

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１１７７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２月５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

令和３年２月２６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

葺合文化センター大ホール他解体撤去工事工 事 名

神戸市中央区旗塚通４丁目４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９月３０日完成期限

旧葺合文化センター大ホール解体撤去工事一式（ＲＣ造１階　５０９．３０㎡）

旧葺合文化センター別館解体撤去工事一式（ＲＣ造２階　２１４．９０㎡）

撤去後整地整備工事一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９１４

単独企業形態

解体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「解体」を希望業種と

して登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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２月５日（金）～２月１６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

提出期間



４９１５

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１１７８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２月５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

　後８時）

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年２月１７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１８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１９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



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２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９１６

有野六甲線道路防災対策工事（８工区）工 事 名

神戸市北区有野町唐櫃工事場所

令和３年９月３０日完成期限

落石防護柵工　Ｌ＝１４ｍ，ポケット式落石防護網工　Ａ＝８７０㎡，

ロープ伏工　Ａ＝２７９㎡，ロープ掛工　１式
工事概要

初年度は前払金を支払わない。翌年度に，請負金額の４割以内（中間前払金は

２割以内）の額を支払う。
前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行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　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

その他



４９１７

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法　

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

　合には「受付最終日」と読み替えること。

令和３年２月５日（金）～２月１２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



　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１１７９号

　都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第５０条の６の規定により，神戸国際港都建設事業神戸

三宮雲井通５丁目地区第一種市街地再開発事業の規準及び事業計画を２週間公衆の縦覧に供す

るので，都市再開発法施行令（昭和４４年政令２３２号）第３条の規定により次のとおり公告しま

す。

　　令和３年２月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造

１　縦覧期間

　　令和３年２月９日から令和３年２月２２日

２　縦覧場所

　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号三宮国際ビル８階

　　神戸市都市局市街地整備部市街地整備課

３　縦覧時間

　　閉庁日を除く午前９時００分から午後５時００分まで

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１８０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，北

神戸田園スポーツ公園の有料公園施設の供用日を次のとおり変更する。

　　令和３年２月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　野球場，第２野球場，第３野球場，球技場及び第２球技場

　　令和３年２月２４日（水）から２月２６日（金）までを臨時休業とする。

２　体育館

　　令和３年２月１６日（火）から２月１８日（木）まで及び２月２４日（水）から２月２６日（金）

　までを臨時休業とする。

―――――――――――――――――

 

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９１８

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



４９１９

神戸市公告第１１８２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２月１０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２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

兵庫区会下山町擁壁改修工事工 事 名

神戸市兵庫区会下山町１丁目２１２番１０号付近工事場所

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

土工：１式， 法面工：１式， コンクリート工：１式， 排水構造物工：１式，

構造物撤去工：１式， 仮設工：１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木に係る建設業の許可建設業の許可

土木Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において，有効な神戸市工

事請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９２０

令和３年２月１０日（水）～２月１６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

※　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１７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１８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１９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



４９２１

　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１１８３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２月１０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２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７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

東灘事業所外壁改修他工事工 事 名

神戸市東灘区魚崎西町３丁目５－３工事場所

令和３年７月３０日完成期限

防水・外壁・塗装改修工事工事概要

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

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。

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２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９２２

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２月１０日（水）～２月１６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１７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１８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１９日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

方　　法



４９２３

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１１８４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２月１０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２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

西事業所外壁改修他工事工 事 名

神戸市西区平野町向井字祇園尾１００番地工事場所

令和３年７月２８日完成期限

本館外壁，本館・２階屋上防水，整備棟外壁改修工事工事概要

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

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
等級



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９２４

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２月１０日（水）～２月１６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１７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１８日（木）午前９時～午後３時
日　　時



４９２５

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１１８５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２月１０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方　　法

令和３年２月１９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

荒田町２丁目地区他汚水管改築更新工事（その２）工 事 名

神戸市兵庫区荒田町２丁目他工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年１１月３０日完成期限



２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９２６

管きょ更生工　φ２００㎜　Ｌ＝２３．１３ｍ，φ２５０㎜　Ｌ＝３１４．０９ｍ，

管きょ工（開削）Ｋ１φ２００㎜　Ｌ＝５８．６４ｍ，φ２５０㎜　Ｌ＝２２．５５ｍ，

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

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。

　・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

その他



４９２７

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。

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

　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２月１０日（水）～２月２２日（月）

※　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２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５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２６日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１８６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２月１０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２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９２８

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

山手幹線（本山）街路拡幅工事工 事 名

神戸市東灘区本山北町３丁目～２丁目工事場所

令和４年３月３１日　完成期限

工事延長Ｌ＝４００ｍ，土工一式，舗装工Ａ＝８，１３９㎡，排水構造物工一式，

区画線工一式，照明工一式，電線共同溝一式
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，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

　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

その他



４９２９

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２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７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，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２月１０日（水）～２月２２日（月）

※　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

　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



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

　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。）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。

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９３０

第１日目　令和３年２月２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方 法

第１日目　令和３年２月２４日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和３年２月２５日（木）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への郵送による。方 法

令和３年２月２６日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

令和３年３月５日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



４９３１

　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１１８７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２月１０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２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７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

ポートアイランド地区ポンプ施設設置工事工 事 名

神戸市中央区港島８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４年３月３１日完成期限

ポンプ場設置　１箇所工事概要

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，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

　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

その他



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２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９３２

令和３年２月１０日（水）～２月２２日（月）

※　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

　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。

　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



４９３３

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

　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。）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。

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

第１日目　令和３年２月２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方 法

第１日目　令和３年２月２４日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和３年２月２５日（木）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への郵送による。方 法

令和３年２月２６日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

令和３年３月５日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



　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１１８８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２月１０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２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９３４

神戸六甲線（１・３工区）防災対策工事工 事 名

神戸市灘区六甲山町工事場所

令和４年３月１１日　完成期限

土工一式，構造物補修工一式，撤去工一式，仮設工一式，鉄筋挿入工Ｌ＝９１ｍ，

客土注入植生マット工Ａ＝１，１５０㎡，ポケット式落石防護網工Ａ＝１，３００㎡

高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網工Ａ＝１，４１０㎡

工事概要

初年度は前払金を支払わない。翌年度に，請負金額の４割以内（中間前払金は

２割以内）の額を支払う。
前 払 金

この入札は，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

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「法面処理」を希望

業種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。その他
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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２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

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。

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評価基準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法

令和３年２月１０日（水）～２月２２日（月）

※　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



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

　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。）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。

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９３６

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年２月２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方 法

第１日目　令和３年２月２４日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和３年２月２５日（木）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への郵送による。方 法

令和３年２月２６日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

令和３年３月５日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法
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　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１１８９号

　神戸港港湾計画について，港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３条の３第４項の国土交通省

令で定める軽易な変更をしたので，同条第９項の規定によりその概要を次のとおり公告します。

　　令和３年２月１０日

神戸港港湾管理者　神　戸　市　

代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

１　神戸港港湾計画の変更に関する事項

　　神戸港港湾計画の変更に関する事項は，次のとおりです。

　⑴　公共埠頭計画

　⑵　外郭施設計画

　⑶　港湾環境整備施設計画

　⑷　土地利用計画

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７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

備考埠頭用地（ｈａ）地区名

６新港突堤西地区

備考延長（ｍ）名称地区名

１００防波堤（波除）新港突堤西地区

備考面積（ｈａ）地区名

緑地１新港突堤西地区

備考土地利用面積（ｈａ）地区名

埠頭用地

港湾関連用地

交流厚生用地

１５　

１７　

５　

新港突堤西地区



　⑸　利用形態の見直しの検討が必要な区域

　　　新港突堤西地区において，利用形態の見直しの検討が必要な区域を変更する。

２　変更後の港湾計画の縦覧の場所

　　神戸市中央区港島中町４丁目１番１号

　　神戸市港湾局港湾計画課

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２０６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２４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市須磨区菅の台３丁目１４番１，１４番５，１４番６，１４番７，１４番８，１４番９，１４番１０，

　　竜が台５丁目１５番１５，１６番，１７番１，１７番２，１７番３，１７番４，１７番５，１７番６の内７工

　　区

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市中央区脇浜海岸通２丁目２番４号

　　　神鋼不動産株式会社

　　　代表取締役　花岡　正浩

　　大阪市北区芝田一丁目１番４号　阪急ターミナルビル内

　　　阪急阪神不動産株式会社

　　　代表取締役　諸冨 隆一

３　許可番号

　　　平成２８年１０月２４日　　　第 ６７３４ 号

　　　（変更許可　平成２９年３月２日　　　第 １２９４ 号）

　　　（変更許可　平成３１年２月１５日　　　第 １３２８ 号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２０７号

　一般競争入札により契約を締結するので，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４条の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月２４日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９３８

都市機能用地

緑地

３　

９　
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　⑴　件名

　　　令和３年度「市長会見撮影・編集等業務」

　⑵　契約期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑶　納入場所

　　　市が指定する場所

２　入札に参加するものに必要な資格

　　本入札に参加できる者は，次に掲げる要件を満たしている者とします。ただし，⑶及び⑷

　の要件は，審査の申請の受付期間の最終日までに満たすことが必要であり，⑷の要件につい

　ては，申請の受付期間の最終日から引き続き落札決定の日まで継続して満たしていることが

　必要です。

　⑴　令和元年度または令和２年度神戸市物品供給・製造請負・その他請負入札参加資格を有

　　すること。当該資格を有しない場合は，登記簿謄本（又は登記事項に関する全部事項証 

　　明），納税証明書を併せて提出すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から落札決定の日まで

　　の間に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受け

　　ていないこと。

　⑶　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　本市が提示する仕様書に従って市長会見撮影・編集等業務を行えること。

３　入札に関する問い合わせ及び必要書類の提出先

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館１６階

　　神戸市市長室広報戦略部広報課（電話番号０７８－３２２－５０１２）

　　E-mail：press@office.city.kobe.lg.jp

４　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

５　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和３年３月１０日（水）まで

　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１号館１６階

　　　神戸市市長室広報戦略部広報課（電話番号０７８－３２２－５０１２）

　⑶　交付方法

　　　無料交付

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

　⑴　提出期間

　　　公告の日の翌日から令和３年３月１０日（水）まで（神戸市の休日を定める条例第２条第

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号



　　１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

　⑵　提出場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館１６階

　　　神戸市市長室広報戦略部広報課（電話番号０７８－３２２－５０１２）

７　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　提出期限

　　　令和３年３月１９日（金）午後１時１５分まで

　⑵　提出場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館１６階

　　　神戸市市長室広報戦略部広報課（電話番号０７８－３２２－５０１２）

　⑶　提出方法

　　　持参すること。

８　開札の日時及び場所

　　令和３年３月１９日（金）午後１時３０分から

　　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１６階広報課会見室

９　入札保証金

　　規則第７条第２項の規定により免除します。

１０　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　開札を欠席したとき。

　⑵　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑶　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。

　⑷　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑸　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑹　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。

　⑺　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。

　⑻　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑼　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑽　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。

　⑾　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。

　⑿　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。）は全て無効とする。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らない。

　　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

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９４０
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　　　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

　　　第２条第４号に規定する再生手続き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き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　その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

　　　①　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。

　　　②　中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条に規定する中小企業等協同

　　　　組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の関係にある場合。

　⒀　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。

１１　落札者の決定の方法

　⑴　落札者の決定は，令和３年度「市長会見撮影・編集等業務」一式の総額により行います。

　⑵　落札者の決定は，最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１２　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。

１３　苦情の申し出

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

　できます。

１４　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　　第２項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者も当該入札に参加す

　る者に必要な資格の審査の申請書及び資料を提出することができますが，当該入札に参加す

　るためには，開札の日時までに入札に参加する者に必要な資格を有すると認定され，かつ，

　当該入札に参加する者に必要な資格を有しなければなりません。

 

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号



  区  役  所  

神戸市須磨区公告第１２８号

　行旅病人及行旅死亡人取扱法（明治３２年３月２８日法律第９３号）第９条の規定により，行旅死

亡人を次のとおり公告します。

　　令和３年２月１０日

    　神戸市須磨区長　片　山　昌　俊　

１　本籍・住所・氏名　　不詳

２　性別 　　　男性

３　年齢　　　　　　　　７０～８０歳代（推定）

４　特徴　　　　　　　　身長１５６㎝，丸顔，白短髪，入れ歯，体格は痩せ　

５　死亡年月日 　　　令和２年７月２４日午前４時頃（推定）

６　発見年月日 　　　令和２年７月２４日午前５時１５分

７　発見場所 　　　神戸市須磨区若宮町１丁目３番２号

　　　　　　　　　　　　須磨海浜公園管理事務所北西側

８　死因　　　　　　　　急性窒息死（縊死）

９　遺留金品　　　　　　着衣は灰色チェック柄長袖シャツ，灰色ズボン，黒色下着，左腕に

 　　　　　　　　金色の腕時計，２４．５㎝ のスニーカー。黒色リュックサック，ラジ

　　　　　　　　　　　　オを所持。

―――――――――――――――――

神戸市須磨区公告第１２９号

　行旅病人及行旅死亡人取扱法（明治３２年３月２８日法律第９３号）第９条の規定により，行旅死

亡人を次のとおり公告します。

　　令和３年２月１０日

    　神戸市須磨区長　片　山　昌　俊　

１　本籍・住所・氏名　　不詳

２　性別 　　　男性

３　年齢　　　　　　　　７０～８０歳代（推定）

４　特徴　　　　　　　　身長約１６０㎝，入れ歯

５　死亡年月日 　　　令和２年８月中（推定）

６　発見年月日 　　　令和２年９月１０日午後１時５０分

７　発見場所 　　　神戸市須磨区一ノ谷町３丁目３番４号

　　　　　　　　　　　　山陽電鉄須磨浦公園駅区域内管理地

８　死因　　　　　　　　不詳（高度腐敗かつ上半身概ね白骨化）

９　遺留金品 　　　着衣は長袖シャツ，ズボン，黒色下着，右腕に腕時計，２７㎝ のス

　　　　　　　　　　　　ニーカー

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９４２



４９４３

―――――――――――――――――

神戸市須磨区公告第１３０号

　行旅病人及行旅死亡人取扱法（明治３２年３月２８日法律第９３号）第９条の規定により，行旅死

亡人を次のとおり公告します。

　　令和３年２月１０日

    　神戸市須磨区長　片　山　昌　俊　

１　本籍・住所・氏名　　不詳

２　性別 　　　男性

３　年齢　　　　　　　　４０～６０歳代（推定）

４　特徴　　　　　　　　身長１７５～１８０㎝

５　死亡年月日 　　　令和２年１０月８日頃（推定）

６　発見年月日 　　　令和２年１０月１２日午前９時３０分

７　発見場所 　　　神戸市須磨区一ノ谷町５丁目８番２５号から南方約１．２㎞ 先海上

８　死因　　　　　　　　溺死（疑）

９　遺留金品 　　　着衣はチェック柄長袖シャツ，白色Ｔシャツ，青色ジーンズ（べル

　　　　　　　　　　　　ト付），青色下着，灰色靴下，茶色靴，腕時計，マスク

  水  道  局  

神戸市水道公告第１２０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２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

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２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

垂水（神和台）配水管取替工事その４工 事 名

神戸市垂水区神和台１丁目工事場所

令和４年１月３１日完成期限

布設：ＰＥφ５０－２８４．９ｍ，ＰＥφ７５－３．６ｍ，φ７５－３９４．２ｍ，

　　　φ１００－５．１ｍ，φ１５０－４８７．５ｍ

撤去：φ１００－４１７．５ｍ，φ１５０－７３１．３ｍ

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



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

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９４４

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

　水道管開削工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成２２年

度以降に完成させた施工実績があること。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

　ただし，等級が土木Ａ又はＢのものは施工実績の提出は不要とする。

施工実績

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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



４９４５

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

　　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２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号

令和３年２月５日（金）～２月１９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２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５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２６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



  農 業 委 員 会  

神戸市農業委員会告示第１５号

　農地法（昭和２７年法律第２２９号）第３条第２項第５号括弧書きの規定に基づき，別段の面積

を定めたので，次のとおり告示する。

　　令和３年２月２４日

神戸市農業委員会会長　井　上　重　信　

  訂     正  

　

　令和３年２月２日付神戸市公報第３６９４号に掲載の神戸市公告第１１１７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。

（４６６７頁　上から５行目）

誤

９　開札の日時等

　⑴　開札の日時

　　　令和２年３月１０日（水）午前１０時３０分から

正

９　開札の日時等

　⑴　開札の日時

　　　令和３年３月１０日（水）午前１０時３０分から

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号４９４６

別段の面積別段の面積を適用する区域

３．１４アール神戸市北区山田町東下字野田北１５番２

３．８５アール神戸市北区山田町東下字野田北１５番４

１．３９アール神戸市西区平野町常本字西ノ口２１９番

０．７５アール神戸市西区平野町常本字西ノ口２１６番

２．３８アール神戸市西区平野町繁田字池ノ内１２６番

２．１６アール神戸市西区平野町繁田字池ノ内１２５番１

１．５５アール神戸市西区平野町繁田字池ノ内１２０番

１０アール上記以外の神戸市内全域



４９４７

―――――――――――――――――

　

　令和３年２月２日付神戸市公報第３６９４号に掲載の神戸市公告第１１１８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。

（４６７１頁　上から７行目）

誤

９　開札の日時等

　⑴　開札の日時

　　　令和２年３月１０日（水）午前１０時３０分から

正

９　開札の日時等

　⑴　開札の日時

　　　令和３年３月１０日（水）午前１０時３０分から

令和３年２月２４日   神  戸  市  公  報   第３６９７号


