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  条     例  

　神戸市安全で安心なまちづくりに資する防犯カメラの設置及び運用に関する条例をここに公

布する。

　　令和２年４月３日

　　　     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第４号

　　　神戸市安全で安心なまちづくりに資する防犯カメラの設置及び運用に関する条例

　（目的）

第１条　この条例は，市民等の権利利益の保護に配慮しつつ，通学路，駅周辺及び繁華街の道

　路等に設置する防犯カメラに関し必要な事項を定めることにより，子供や女性を対象とした

　犯罪の予防及び解決その他市民生活の安全の確保を図り，もって安全で安心なまち神戸の実

　現に寄与することを目的とする。

　（定義）

第２条　この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。

　⑴　防犯カメラ　道路等を継続的に撮影するため，市が設置する撮影装置，当該撮影装置と

　　電気通信回線を通じて接続される情報機器その他必要な関連機器で構成されるもののうち，

　　次条第２項第５号の規定による表示において「神戸市カメラ」と標記されているものをい

　　う。

　⑵　道路等　道路，公園，広場その他公共の用に供する場所（室内又はこれに準ずる環境に

　　ある場所を除く。）をいう。

　⑶　市民等　市内に居住し，若しくは滞在し，又は市内を通過する者をいう。

　⑷　画像　防犯カメラの映像記録装置により記録された電磁的記録（電子的方式，磁気的方

　　式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。）であ

　　って，画像表示用装置を用いて表示できるもののうち，特定の市民等が識別され，若しく

　　は識別され得るもの又はこれらに係る記録媒体その他の物をいう。

　（防犯カメラの設置及び運用）

第３条　市長は，子供や女性を対象とした犯罪の予防及び解決その他市民生活の安全の確保を

　図るため，道路等に防犯カメラを設置し，撮影し，及び録画すること（次項第５号において

　「設置等」という。）ができる。

２　市長は，防犯カメラの設置及び運用に際しては，次の各号に掲げる事項を遵守しなければ

　ならない。

　⑴　撮影の対象区域及び範囲を必要最小限度とすること。

　⑵　画像の保管期間は，２週間以内の範囲内において規則で定める期間とすること。ただし，

　　法令又は条例（次条第２項第１号において「法令等」という。）の規定に基づき画像を提

　　供する場合又は捜査機関から犯罪捜査を目的とする要請を受けた場合において，市長が必

　　要と認めるときは，２週間を超えて画像を保管することができる。

　⑶　保管期間を経過した画像については，消去又は粉砕その他の方法により復元することが

　　できないようにすること。
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　⑷　画像の漏えい，滅失，毀損及び改ざんの防止その他画像の適正な管理のために必要な措

　　置を講じること。

　⑸　市民等の見やすい場所に，防犯カメラを設置等している旨を表示すること。

　⑹　前各号に掲げるもののほか，規則で定める事項

　（画像の利用及び提供の制限）

第４条　市長は，捜査機関から画像の提供の要請を受けた場合に限り，犯罪の予防及び解決そ

　の他市民生活の安全の確保を図るために必要があると認められる範囲内において，これを当

　該捜査機関に提供することができる。

２　市長は，前項の目的以外の目的のために画像を利用し，又は第三者に提供してはならない。

　ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，この限りではない。

　⑴　法令等に規定があるとき。

　⑵　市民等の生命，身体又は財産の保護のため，緊急かつやむを得ないと認められるとき。

　（管理責任者等の設置）

第５条　市長は，防犯カメラの適正な設置及び運用を行うため，規則で定めるところにより，

　管理責任者，取扱責任者その他必要な職員（次項において「管理責任者等」という。）を置

　く。

２　管理責任者等は，規則で定める事務を行う。

　（関係機関等との連携）

第６条　市長は，防犯カメラの設置による安全で安心なまちづくりの推進に当たっては，関係

　する機関及び団体との連携を図るものとする。

　（苦情の処理）

第７条　市長は，防犯カメラの設置及び運用に関して市民等から苦情の申出があったときは，

　迅速かつ適切に対応するものとする。

　（運用状況の公表）

第８条　市長は，規則で定めるところにより，毎年度，防犯カメラの運用状況を公表するもの

　とする。

　（施行細目の委任）

第９条　この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。

　　　附　則

　この条例は，令和２年５月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市高速鉄道乗車料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年４月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第５号

　　　神戸市高速鉄道乗車料条例の一部を改正する条例

　神戸市高速鉄道乗車料条例（昭和５２年３月条例第６６号）の一部を次のように改正する。

第２条の次に次の１条を加える。

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号



　（北神区間の取扱い）

第２条の２　前条の規定にかかわらず，新神戸駅から谷上駅までの区間（以下「北神区間」と

　いう。）に係る料金は，同条第１項の対距離区間制によらず定めるものとする。

２　北神区間と北神区間以外の区間を連続して乗車する場合の料金は，それぞれの区間に係る

　料金の額を合計して得た額とする。

　第３条第１項第１号ア中「４７０円」の次に「，北神区間にあつては４３０円」を加え，同項第２

号中「普通料金の額から」を「第１号の普通料金（以下この号において「普通料金」とい

う。）の額から」に改め，同項第３号アの表中

「

   　　　　　　　　　 」

「

   　　　　　　　　　 」

「

     　 」

「

     　 」

　同条中第２項を第３項とし，第１項の次に次の１項を加える。

２　前項及び前条第２項の規定にかかわらず，北神区間及び北神区間と北神区間以外の区間を

　連続して乗車する場合の料金は，次に掲げる料金の種類の区分に応じ，当該各号に定める額

　とする。

　⑴　普通料金　次に掲げる額

　　ア　大人

 １人１乗車につき北神区間にあつては２８０円，北神区間と１区間を連続して乗車する

　　　場合にあつては２８０円，北神区間と２区間を連続して乗車する場合にあつては３１０円，北

　　　神区間と３区間を連続して乗車する場合にあつては３５０円，北神区間と４区間を連続し

　　　て乗車する場合にあつては３８０円，北神区間と５区間を連続して乗車する場合にあつて

　　　は４２０円，北神区間と６区間を連続して乗車する場合にあつては４５０円，北神区間と７区

　　　間を連続して乗車する場合にあつては４８０円，北神区間と８区間を連続して乗車する場

　　　合にあつては５１０円

　　イ　小児

 １人１乗車につき北神区間にあつては１４０円，北神区間と１区間を連続して乗車する

　　　場合にあつては１４０円，北神区間と２区間を連続して乗車する場合にあつては１５０円，北

　　　神区間と３区間を連続して乗車する場合にあつては１７０円，北神区間と４区間を連続し

　　　て乗車する場合にあつては１９０円，北神区間と５区間を連続して乗車する場合にあつて
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　　を１１，３１０円１８，３８０円９区間

　　に改め，同号エの表中
１１，３１０円１８，３８０円９区間

１０，３２０円１６，７７０円北神区間

　　を２７，５９０円４１，１９０円３６，９１０円９区間

　　に改め，
２７，５９０円４１，１９０円３６，９１０円９区間

２１，４７０円３１，４００円２８，０９０円北神区間



４６７

　　　は２１０円，北神区間と６区間を連続して乗車する場合にあつては２２０円，北神区間と７区

　　　間を連続して乗車する場合にあつては２４０円，北神区間と８区間を連続して乗車する場

　　　合にあつては２５０円

　⑵　回数料金　第１号の普通料金（以下この号において「普通料金」という。）の額からそ

　　の３割に相当する額を控除して得た額以上普通料金の額以下において管理者が定める額

　⑶　定期料金　次に掲げる額（１０円未満の端数があるときは，これを切り上げて得た額）

　　ア　通用期間が１箇月のもの

　　イ　通用期間が３箇月のもの

 １箇月の普通定期料金又は通学定期料金（大学生に係るものに限る。）の３倍に相当

　　　する額からその５分に相当する額を控除して得た額

　　ウ　通用期間が６箇月のもの

 １箇月の普通定期料金又は通学定期料金（大学生に係るものに限る。）の６倍に相当

　　　する額からその１割に相当する額を控除して得た額

　　エ　通用期間が１学期，２学期及び３学期のもの（大学生に係る通学定期料金に限る。）
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通学定期料金

（大学生に係るものに限る。）
普通定期料金

　　　　　　　　　　種別

区間

６，２１０円　１０，６２０円　北神区間

６，２１０円　１０，６２０円　
北神区間及びそれに連続し

て乗車する１区間

７，１７０円　１２，２５０円　
北神区間及びそれに連続し

て乗車する２区間

７，８９０円　１３，４８０円　
北神区間及びそれに連続し

て乗車する３区間

８，６００円　１４，７００円　
北神区間及びそれに連続し

て乗車する４区間

９，５５０円　１６，３４０円　
北神区間及びそれに連続し

て乗車する５区間

１０，２６０円　１７，５６０円　
北神区間及びそれに連続し

て乗車する６区間

１１，０００円　１８，７９０円　
北神区間及びそれに連続し

て乗車する７区間

１１，７１０円　２０，０２０円　
北神区間及びそれに

連続して乗車する８区間

３学期定期料金２学期定期料金１学期定期料金
　　　　　　　　　　種別

区間



　　オ　高校生に係る通学定期料金

 アからエまでの規定に基づく大学生に係る通学定期料金の額からその５分に相当する

　　　額を控除して得た額

　　カ　中学生に係る通学定期料金

 アからエまでの規定に基づく大学生に係る通学定期料金の額からその５分に相当する

　　　額を控除して得た額

　　キ　小児に係る通学定期料金

 アからエまでの規定に基づく大学生に係る通学定期料金の額からその５割に相当する

　　　額を控除して得た額

　第５条中「第３条第１項第１号」の次に「又は同条第２項第１号」を加え，「同項第２号」

を「同条第１項第２号又は同条第２項第２号」に改める。

　第６条第１項第１号中「第３条第１項第３号」の次に「又は同条第２項第３号」を加え，同

項第２号各号列記以外の部分中「第３条第１項第３号」の次に「又は同条第２項第３号」を加

える。

　第７条第２項中「第３条第１項第１号」の次に「又は同条第２項第１号」を加える。

　第８条第１項中「第３条第１項各号」の次に「若しくは同条第２項各号」を加える。
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１５，１４０円　２２，６２０円　２０，２６０円　北神区間

１５，１４０円　２２，６２０円　２０，２６０円　
北神区間及びそれに連続し

て乗車する１区間

１７，４８０円　２６，０９０円　２３，３７０円　
北神区間及びそれに連続し

て乗車する２区間

１９，２２０円　２８，７００円　２５，７２０円　
北神区間及びそれに連続し

て乗車する３区間

２０，９７０円　３１，３２０円　２８，０６０円　
北神区間及びそれに連続し

て乗車する４区間

２３，３００円　３４，７９０円　３１，１６０円　
北神区間及びそれに連続し

て乗車する５区間

２５，０５０円　３７，４１０円　３３，５１０円　
北神区間及びそれに連続し

て乗車する６区間

２６，７９０円　４０，０２０円　３５，８４０円　
北神区間及びそれに連続し

て乗車する７区間

２８，５４０円　４２，６２０円　３８，１９０円　
北神区間及びそれに連続し

て乗車する８区間

備考　この表において，「１学期」とは毎年４月８日から７月２０日までを，「２学期」

　　とは毎年９月１日から１２月２４日までを，「３学期」とは毎年１月８日から３月２５日

　　までをいう。



４６９

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，令和２年６月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

　（経過措置）

２　施行日前にこの条例による改正前の神戸市高速鉄道乗車料条例第６条の２の規定に基づき

　発行された北神区間を含む回数券及び定期券その他の乗車券並びに北神急行電鉄株式会社及

　び神戸電鉄株式会社その他の会社により発行された北神区間を含む回数券及び定期券その他

　の乗車券であって，この条例の施行の際にまだ通用期間が満了していないものについては，

　なお従前の例により使用することができるものとする。

―――――――――――――――――

　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の一部を改正する条例を

ここに公布する。

　　令和２年４月７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第６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の一部を改正する条

　　　例

　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）の一部を次のように改正する。

　第１４条第１項中「４，０００円」を「５，０００円」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，令和２年８月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

　（適用区分）

２　この条例による改正後の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

　例の規定は，撤去及び保管その他の措置をした自転車等につき，施行日以後に返還を受けた

　利用者等が負担すべき金額について適用する。

  告     示  

神戸市告示第１５号

　令和２年度に係る包括外部監査契約を締結したので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以

下「法」という。）第２５２条の３６第６項の規定により次のとおり告示する。

　　令和２年４月３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造　

１　包括外部監査契約の期間の始期
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　　令和２年４月１日

２　包括外部監査契約を締結した者（以下「契約者」という。）に支払うべき監査に要する費

　用の額の算定方法

　⑴　契約者に支払うべき監査に要する費用の額は，基本費用の額に執務費用及び実費の額を

　　加えた額とする。

　⑵　基本費用の額は，４，２９０，０００円（消費税及び地方消費税に相当する額を含む。）とする。

　⑶　執務費用及び実費の額は，算定した金額の合計に１０％の金額（消費税及び地方消費税 

　　額）を加算し，１３，０６０，０００円をもって上限とする。

　⑷　執務費用の額は，基本執務費用の額に外部監査人補助者執務追加費用の額を加えた額と

　　する。この場合において，執務費用の額には，契約者及び法第２５２条の３２第４項に規定す

　　る外部監査人補助者（以下単に「補助者」という。）の食事代及び市内における旅行（契

　　約者の事務所と北区又は西区の相互間におけるものを除く。）に係る交通費を含む。（執

　　務費用の算定にあたっては，１人あたり総執務時間を７時間で割り戻したものを日数とし，

　　１日未満の端数は切り捨てる。）

　⑸　基本執務費用の額は，契約者が監査を行うとともに監査の結果に関する報告を提出する

　　ために執務をした日数に８２，０００円（消費税，地方消費税額を含まない）を乗じて得た額と

　　する。

　⑹　外部監査人補助者執務追加費用の額は，各補助者が契約者の監査の事務を補助した日数

　　に，次に掲げる補助者の区分に応じそれぞれ定める額を乗じて得た額とする。

　　ア　弁護士又は公認会計士　６８，０００円（消費税，地方消費税額を含まない）

　　イ　税理士・会計士補等　　５２，０００円（消費税，地方消費税額を含まない）

　　ウ　ア及びイに掲げる者以外の者　２０，０００円（消費税，地方消費税額を含まない）

　⑺　実費の額は，旅費の額に関係人出頭費用及び諸費用の額を加えた実費金額に１１０分の１００

　　を乗じた金額（１円未満の端数は切り捨てとする）とする。

　⑻　旅費の額は，契約者が監査のために出張（市域を離れて旅行し，又は契約者の事務所と

　　北区若しくは西区の相互間において旅行をすることをいう。以下同じ。）をしたときの当

　　該出張に要した費用の額及び補助者が契約者の監査の事務を補助するために出張をしたと

　　きの当該出張に要した費用の額を市職員の旅費の例により算定した額とする。

　⑼　関係人出頭費用の額は，契約者が法第２５２条の３８第１項の規定により関係人の出頭を求

　　めたときに，当該関係人の出頭に要した費用を本市における実費弁償の例により算定した

　　額とする。

　⑽　諸費用の額は，前２号に掲げるもののほか，契約者が監査に要した費用として本市が認

　　めたものの額とする。

３　契約者の氏名及び住所

　　森　山　恭　太

　　兵庫県西宮市仁川町２丁目９番１７号

４　契約者に支払うべき監査に要する費用の支払方法

　　当該委託業務の終了後に監査に要した費用の額を確定し，検査終了後に支払うものとする。

―――――――――――――――――

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ４７０



４７１

神戸市告示第１６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２年４月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４３号

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

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

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

　　令和２年４月２１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

　　西神保管所及び学園都市保管所

　　　契　火曜日・木曜日　午後３時から午後７時まで。

　　　形　土曜日　午後１時から午後５時まで。

　　　径　条例による撤去を実施したときは，撤去日を含め（日曜日，祝日を除く）連続６日

　　　　間，平日　午後３時から午後７時まで，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
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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

特定非営利活動法人　ＳＥＥＤＳ　Ａｓｉａ

理事長　ショウラジブ

神戸市東灘区岡本３丁目１１番３０－３０２号

令和２年３月２７日

（令和２年２月１８日から

令和７年２月１７日までに

支出された寄附金）

２０１９０００７



　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

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第４４号

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

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

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

　　令和２年４月２１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

　⑵　須磨保管所・名谷保管所

　　ア　火曜日・木曜日　午後３時から午後７時まで

　　　　（ただし，即時撤去日より７日間は⑴と同様の運用とする。）

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ４７２

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

西区玉津町今津字宮の西３３３番

の１

建設局西建設事務所

電話　９１２－３７５０

令和２年３月２７日台１自転車
西神中央駅周辺

自転車等放置禁止区域

西区高 台６丁目

西神保管所

電話　９９２－３７６３
令和２年３月９日台１自転車西神南駅周辺

自転車等放置禁止区域 令和２年３月１９日台２自転車

令和２年３月９日台４自転車
西神南駅周辺

自転車駐輪場内長期放置

令和２年３月５日
台１２自転車西建設事務所管内

自転車等放置禁止区域外

長期放置

台２自転車

令和２年３月１９日台９自転車

令和２年３月２５日

台１自転車
学園都市駅周辺

自転車駐輪場内長期放置

西区学園西町３丁目２番地

学園都市保管所

電話　７９５－４６１８

台２自転車
伊川谷駅周辺

自転車駐輪場内長期放置

台１自転車



４７３

　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

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４５号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により，道路の区域を次のように変更

し，同条第２項の規定により，令和２年４月２２日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和２年５月５日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年４月２１日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

問 い 合 わ せ 先
撤去及び保管した

年月日

撤去及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管および

返還の場所

神戸市須磨区妙法寺字ヌメリ石

１番地の１

建設局西部建設事務所

電話　７４２－２４２４

令和２年３月３日
台２自転車

鷹取駅周辺

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５自転車長田区管内長期放置

令和２年３月５日台７自転車
板宿駅周辺

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

令和２年３月１０日

台

台

７

１

自転車

原動機付自転車

高速長田駅周辺

自転車等放置禁止区域
長田区西代通１丁目１番

西代保管所
台１０自転車長田区管内長期放置

令和２年３月１１日

台２３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

２２

１

自転車

原動機付自転車
長田区管内長期放置

令和２年３月１７日
台

台

１３

１
自転車

板宿駅周辺・西代駅

自転車等放置禁止区域

長田区西代通１丁目１番

西代保管所

令和２年３月２４日
台２自転車

須磨・須磨海浜公園駅周辺

自転車等放置禁止区域
須磨区須磨浦通２丁目２番

須磨保管所
台３自転車須磨区管内長期放置

令和２年３月２５日

台

台

１４

１

自転車

原動機付自転車

高速長田駅周辺

自転車等放置禁止区域長田区西代通１丁目１番

西代保管所 台

台

１５

１

自転車

原動機付自転車
長田区管内長期放置

令和２年３月２６日

台

台

２７

１

自転車

原動機付自転車

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

１９

１

自転車

原動機付自転車
長田区管内長期放置



　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４６号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により，道路の区域を次のように変更

し，同条第２項の規定により，令和２年４月２２日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和２年５月５日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年４月２１日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

  公     告  

神戸市公告第１５号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ４７４

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 　１０．５０

最小　　９．００

２６．８０新神戸市北区八多町下小名田

字大谷口７１３番１地先から

神戸市北区八多町下小名田

字鍬村７１２番地先まで

三木三田線県道

最大　　７．９０

最小　　７．４０

２６．８０旧

最大 　１０．００

最小　　９．５０

３２．００新神戸市北区八多町下小名田

字森廻り６４２番１地先から

神戸市北区八多町下小名田

字鍬村６４９番３地先まで

最大 　１０．００

最小　　７．００

３２．００旧

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

最大　　６．２０

最小　　６．００

１７．５０新神戸市西区玉津町水谷字南

山神８番１３地先から

神戸市西区玉津町水谷字南

山神東６１５番８地先まで

玉津村第24

号線

市道

最大　　６．２０

最小　　５．５０

１７．５０旧



４７５

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

神戸航空貨物ターミナル空調換気設備更新工事工 事 名

神戸市東灘区向洋町東４丁目工事場所

令和２年９月２０日完成期限

既設空調換気設備の改修工事工事概要

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

管工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

管一般ＡまたはＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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



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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ４７６

令和２年４月３日（金）～４月１０日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

令和２年４月１５日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

第１日目　令和２年４月１３日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月１４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

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



４７７

　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１６号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

松尾地域福祉センター屋根・外壁改修工事工 事 名

神戸市須磨区北落合３丁目２－１（松尾公園内）工事場所

令和２年９月１１日完成期限

屋根・屋上防水改修工事，外壁改修工事，塗装改修工事及び雑工事工事概要

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

　満たしていること。

その他

方との随意契約により締結する予定の有無



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ４７８

　・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２年４月３日（金）～４月１０日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年４月１３日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月１４日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年４月１５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



４７９

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１７号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５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

兵庫埠頭基部港湾労働者休憩所公衆トイレ改修工事工 事 名

神戸市兵庫区築地町３－１０工事場所

令和２年１０月１５日完成期限

便所改修工事及びこれに伴う電気・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

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ４８０

　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２年４月３日（金）～４月１０日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年４月１３日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月１４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



４８１

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１８号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

令和２年４月１５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

旧居留地周辺段差解消工事工 事 名

神戸市中央区播磨町他工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（任意着手方

式）である。発注者が示した工期の始期日期限までの間で，受注者は工期の始

期日を任意に設定することができる。なお，落札者は契約締結までに様式第８

号の２により，工期の始期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。

また，現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬

完成期限



２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ４８２

入，仮設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。

なお，余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

工期：工期の始期日から起算して１３０日間（ただし，令和２年６月２４日（工期

の始期日期限）までに工期の始期日を設定すること。）

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで。）

なお，上記の工期の始期日期限以降に契約締結となった場合には，余裕期間を

設定することはできず，工期の始期日期限から１３０日間で工事を完了させるこ

と。

段差解消工事Ｎ＝２６箇所

（車道舗装工Ａ＝６２０㎡，歩道舗装工Ａ＝４２４㎡，街渠工Ｌ＝１７２ｍ，

街渠桝工Ｎ＝１８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，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



４８３

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

令和２年４月３日（金）～４月１０日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後

８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年４月１３日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月１４日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年４月１５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

※　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。



　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１９号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ４８４

つつじが丘４丁目地区他汚水管改良工事工 事 名

神戸市垂水区つつじが丘４丁目　他工事場所

令和２年９月２５日完成期限

管きょ更生工φ２５０　Ｌ＝３７９．０５ｍ，

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。

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



４８５

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

　②下水道管路更生管理技士（一般社団法人　日本管路更生工法品質確

　保協会），下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）（公益社団法

　人　日本下水道管路管理業協会）又は，下水道管きょ更生施工管理技

　士（一般社団法人　日本管更生技術協会）の資格を有する者。

⑷　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑸　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑷⑸中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，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２年４月３日（金）～４月１０日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年４月１３日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月１４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２０号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ４８６

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

東山住宅１・２号棟とりこわし及び敷地整備工事工 事 名

神戸市兵庫区東山町１丁目１０番工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

完成期限

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年４月１５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



４８７

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

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。

その他

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和３年１１月３０日まで

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

１　昭和４３年建設，鉄骨鉄筋コンクリート造１１階建て，２棟，

　　延べ床面積７，１５２．８㎡，共同住宅１３７戸のとりこわし工事　一式

２　外構とりこわし工事　一式

３　上記に伴う設備工事　一式

４　敷地整備工事　一式

工事概要

各会計年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ４８８

　・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２年４月３日（金）～４月１７日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年４月２０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月２１日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年４月２２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



４８９

　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２１号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５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

桜の宮小学校外壁改修他工事工 事 名

神戸市北区若葉台１－３－１５工事場所

令和２年１１月３０日完成期限

外壁改修・屋上防水改修・建具改修・内装改修工事工事概要

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

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

建築一般の総合点数が１，０３０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ４９０

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。

令和２年４月３日（金）～４月１７日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年４月２０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月２１日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

方 法



４９１

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２２号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

令和２年４月２２日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

入札説明書等によります。

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

三宮東交差点および三宮交差点改良工事工 事 名

神戸市中央区雲井通６丁目他工事場所

令和２年１０月３０日完成期限

土工１式，車道舗装工Ａ＝１５１㎡，歩道舗装工Ａ＝５４３㎡，街渠工Ｌ＝９３ｍ工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ４９２

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

土木一般の総合点数が９２０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



４９３

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

令和２年４月３日（金）～４月１７日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年４月２０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月２１日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年４月２２日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



―――――――――――――――――

神戸市公告第２３号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ４９４

布引大竜寺線道路防災工事（１・２・３工区）工 事 名

神戸市中央区葺合町工事場所

令和２年１０月３０日完成期限

（１工区）施工延長　Ｌ＝７０ｍ，吹付枠工Ｎ＝２箇所

（２工区）施工延長　Ｌ＝８８ｍ，ポケット式落石防護網工　Ａ＝１，０２０㎡

（３工区）施工延長　Ｌ＝８２ｍ，ポケット式落石防護網工　Ａ＝２，０６０㎡

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

その他



４９５

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５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２年４月３日（金）～４月１７日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年４月２０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月２１日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年４月２２日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方　　法



　　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２４号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ４９６

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

五色山４丁目地区他汚水管改良工事工 事 名

神戸市垂水区五色山４丁目　他工事場所

令和３年３月３１日完成期限

管きょ更生工　φ２００ｍｍ　Ｌ＝７０．４９ｍ，φ２５０ｍｍ　Ｌ＝７５６．８２ｍ，

管きょ工（開削）φ２００ｍｍ　Ｌ＝２２．４０ｍ，φ２５０ｍｍ　Ｌ＝１３．２０ｍ，

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。その他



４９７

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
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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

　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２年４月３日（金）～４月１７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



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２５号

　「多聞台団地再生計画」，「団地センター周辺の将来イメージ」を踏まえた団地再生のため

の開発を目的とした垂水区多聞台４丁目１２１番の市有地売却を次のとおり実施します。

　　令和２年４月３日

     神戸市長　久　元　喜　造
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契約監理課提出場所

第１日目　令和２年４月２０日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月２１日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年４月２２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
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１　売却物件の概要

　　所在　神戸市垂水区多聞台４丁目１２１番

　　現況地目　宅地　　　

　　地積　１４，７６２．６２㎡

　　用途地域等　第１種中高層住居専用地域（建ぺい率６０％，容積率２００％）

２　申込資格及び要件

　　「市営多聞・多聞台住宅跡地（東側）事業者募集要領」を参照のこと。

３　募集要領等の配布期間，配布方法

　⑴　配布期間

　　　令和２年４月３日（金）から令和２年４月２４日（金）

　⑵　配布方法

　　　インターネットからのダウンロード

　　　（https://www.city.kobe.lg.jp/a74622/kurashi/sumai/jutaku/information/

　　　　publichouse/bid/tamondai4east.html）

４　事前申し込み（参加表明）

　⑴　受付期間

　　　令和２年４月２０日（月）～令和２年４月２４日（金）

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　受付場所

　　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号　三宮国際ビル３階

　　　神戸市建築住宅局住宅整備課

　　　電話番号　０７８－５９５－６５０５

　　　（以下「住宅整備課」という。）

５　現地見学会受付（「４　事前申し込み（参加表明）」の事業者のみ）

　⑴　受付期間

　　　令和２年４月２０日（月）～４月２４日（金）

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　受付場所

　　　住宅整備課

６　現地見学会

　⑴　開催日時

　　　第１回：令和２年４月２７日（月）午後２時から

　　　第２回：令和２年４月２８日（火）午後２時から

　⑵　開催場所

　　　神戸市垂水区多聞台４丁目１２１番

７　質問受付及び回答方法

　⑴　受付期間

　　　令和２年５月１１日（月）～５月１５日（金）

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　受付場所
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　　　住宅整備課

　⑶　回答日時

　　　令和２年６月中旬（予定）

　⑷　回答方法

　　　事前申し込みを行った事業者に，電子メールにて送付

８　企画提案書類の受付

　⑴　受付日時

　　　令和２年７月２０日（月）～令和２年７月３１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。）

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　受付場所

　　　住宅整備課

９　企画提案会

　⑴　開催日時

　　　令和２年９月上旬（予定）

　⑵　開催場所

　　　企画提案書類を提出した事業者に対して，別途連絡します。

１０　価格調書開封

　⑴　開封日時

　　　令和２年９月中旬（予定）

　⑵　開封場所

　　　「９　企画提案会」の審査通過者に対して，別途連絡します。

―――――――――――――――――

神戸市公告第２６号

　一般競争入札により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（以下「特

定調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市契約規則（昭和３９年３

月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の５第１項において読み替える規則第４条及

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年４月３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　校内情報通信ネットワーク再整備業務　一式

　⑵　調達内容

　　　本市教育委員会が所管する小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学校・高等学校に

　　おける校内情報通信ネットワークを高速大容量化するため，ＬＡＮケーブル等を更新・新
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　　設するとともに，児童生徒用ＰＣ端末を充電・保管するための充電保管庫を各教室内に設

　　置する。

　⑶　履行場所

　　　神戸市立東灘小学校　神戸市東灘区深江北町２－４－１　他２５９校

　⑷　履行期限

　　　令和３年３月３１日

２　担当部局

　　〒６５０－００４４　神戸市中央区東川崎町１丁目３－３

　　神戸市教育委員会事務局学校支援部学校経営支援課

　　電話：０７８－９８４－０６６９　ＦＡＸ：　０７８－９８４－０６７０

　　E-mail edu-joho-all@office.city.kobe.lg.jp

３　入札手続の種類

　　この案件は入札価格により落札者を決定する一般競争方式の入札案件である。

　　設計・施工・工事監理を，事業期間を通して一括して事業者に委託する一括発注方式によ

　り実施する。

４　競争入札参加資格

　　次に掲げる⑴から⑹までをすべて満たしていること。

　　なお，複数の事業者の連合体（共同企業体）として応募する場合は，代表事業者が⑴から

　⑹までをすべて満たし，かつ，構成事業者が⑴及び⑶から⑸までを満たすことを要する。ま

　た，共同企業体の結成方法は，２社又は３社による自主結成とし，共同企業体協定書を締結

　し，かつ，次に掲げる⑺から⑼までの要件を全て満たすことを要する。共同企業体による応

　募の場合は，代表事業者を１社決め，本市との連絡は，代表事業者と行うこととする。

　⑴　地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

　⑵　平成３０・３１年度神戸市工事請負入札参加資格を有すること。

　⑶　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく

　　更生手続き又は再生手続きを行っている者でないこと。

　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，神戸市指

　　名停止基準要綱に基づく指名停止を受けていないこと。

　⑸　神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けていない

　　こと。

　⑹　学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第一条に定める学校。本市・他市町村，公立

　　・私立は問わない）に対して校内情報通信ネットワーク工事の受注実績があること。

　⑺　構成員の出資比率は，次のとおりとすること。

　　ア　２者の場合　３０パーセント以上

　　イ　３者の場合　２０パーセント以上

　⑻　代表構成員の出資比率は，構成員中最大とすること。

　⑼　構成員は，他の共同企業体の構成員以外で構成すること，また，当該構成員は，単独で

　　この入札に参加していないこと。

５　入札に必要な書類を示す場所

　　２の担当部局
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６　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。

７　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

　　　令和２年４月１３日（月）午後５時まで

　　・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時までに学校経営支援課に

　　　必着のこと。

　　・持参による場合は，神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１

　　　項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く　午前９時～正午，

　　　午後１時～午後５時

　⑵　提出場所

　　　２の担当部局

８　入札及び開札予定日時及び方法

　⑴　日時

　　　令和２年５月１２日（火）

　⑵　提出場所

　　　神戸市中央区東川崎町１丁目３－３

　　　神戸市教育委員会事務局内またはその近隣施設

　⑶　方法

　　・日時の詳細については，入札参加資格の確認とともに通知することとする。入札の際の

　　　必要書類については持参により提出すること。

　　・入札書を封筒に入れ，入札書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印し，「委託業務名」及び

　　　「入札書在中」並びに「入札参加者名」を記載し申請する。

　　・開札については，入札参加者又はその代理人の立会の上，行うものとする。なお，当入

　　　札では，入札価格が予定価格の制限の範囲内である場合に，最低入札価格を提示した入

　　　札者を落札者とする。

９　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。

１０　入札の無効

　⑴　神戸市契約規則第１２条各号に該当するとき。

　⑵　一の入札参加者が同一の業務において複数の入札を行ったと認められるときは，いった

　　ん開札して確認のうえ，すべての入札書を無効とする。

　⑶　提出書類に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし，無効の入札を行った者を落札者

　　としていた場合には落札決定を取り消すものとする。なお，競争入札参加資格があると確

　　認された者であっても，落札決定の時においてに４に規定する競争入札参加資格を満たさ

　　なくなった場合は，競争入札参加資格のない者に該当するものとする。

　⑷　「校内情報通信ネットワーク再整備業務委託入札書記入要領」に記載された記入方法に

　　従わなかったとき。
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１１　Summary

　⑴　Subject matter of contract : Renewal of information and communication network 

　　in schools，１set

　⑵　Deadline for the submission of application forms and attached documents for　

　　the qualification confirmation : 5:00 p.m. April 13，2020．

　⑶　Deadline for submitting bids : May 12，2020．

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the School Management Support

　　Division,Board of Education Secretariat, Kobe Harborland Center Building. 4F，

　　1-3-3 Higashikawasaki-cho, Chuo-ku, Kobe 650‐0044，Japan．

―――――――――――――――――

神戸市公告第２７号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定に

よる変更の届出があったので，法第６条第３項において準用する法第５条第３項により次のと

おり公告するとともに，当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付

書類を次のとおり縦覧に供します。

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

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

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

め配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年４月６日から４月以内に，神戸市に対

し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年４月６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

　　須磨パティオ

　　神戸市須磨区中落合２丁目２番

２　変更しようとする事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　　　（変更前）

　　　（変更後）

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

収容台数位　置

６５５台建物南側

３１５台建物南側

５５６台建物南側

１，５２６台合　計



３　変更する年月日

　　令和２年１１月１９日

４　変更する理由

　　立体駐車場整備に伴う一部駐車場の閉鎖及び利便性向上を目的とした駐車区画の拡幅のた

　め。

５　届出年月日

　　令和２年３月１８日

６　縦覧期間

　　令和２年４月６日から令和２年８月５日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第２８号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に

よる変更の届出があったので，法第６条第３項において準用する法第５条第３項により次のと

おり公告するとともに，当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付

書類を次のとおり縦覧に供します。

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

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

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

め配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年４月６日から４月以内に，神戸市に対

し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年４月６日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　イオン鹿の子台ショッピングセンター

　　神戸市北区鹿の子台北町８丁目３番

２　変更した事項

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５０４

収容台数位　置

３８７台建物南側

２９８台建物南側

５５２台建物南側

１，２３７台合　計



５０５

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

　　名

　　（変更前）

　　（変更後）

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

　　代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

３　変更の年月日

　　２⑴については，マックスバリュ西日本株式会社は令和元年９月１０日，株式会社ナフコは

　平成２２年９月１８日。

　　２⑵については，マックスバリュ西日本株式会社は令和元年９月１０日，株式会社ナフコは

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

加栗　章男
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社

代表取締役

深町　勝義
北九州市小倉北区魚町２丁目６番１０号株式会社ナフコ

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

平尾　健一
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社

代表取締役

石田　卓巳
北九州市小倉北区魚町２丁目６番１０号株式会社ナフコ

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

加栗　章男
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社

代表取締役

深町　勝義
北九州市小倉北区魚町２丁目６番１０号株式会社ナフコ

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

平尾　健一
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社

代表取締役

石田　卓巳
北九州市小倉北区魚町２丁目６番１０号株式会社ナフコ



　平成２２年９月１８日。

４　変更する理由

　　２⑴については，代表者が交代したため。

　　２⑵については，代表者が交代したため。

５　届出年月日

　　令和２年３月２３日

６　縦覧期間

　　令和２年４月６日から令和２年８月５日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第２９号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に

よる変更の届出があったので，法第６条第３項において準用する法第５条第３項により次のと

おり公告するとともに，当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付

書類を次のとおり縦覧に供します。

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

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

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

め配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年４月６日から４月以内に，神戸市に対

し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年４月６日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　マックスバリュ伊川谷店

　　神戸市西区白水１丁目１５番１８号

２　変更した事項

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

　　名

　　（変更前）

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５０６

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

加栗　章男
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社



５０７

　　（変更後）

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

　　代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

３　変更の年月日

　　２⑴については，令和元年９月１０日。

　　２⑵については，令和元年９月１０日。

４　変更する理由

　　２⑴については，代表者が交代したため。

　　２⑵については，代表者が交代したため。

５　届出年月日

　　令和２年３月２３日

６　縦覧期間

　　令和２年４月６日から令和２年８月５日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第３０号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に

よる変更の届出があったので，法第６条第３項において準用する法第５条第３項により次のと

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

加栗　章男
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

平尾　健一
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

平尾　健一
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社



おり公告するとともに，当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付

書類を次のとおり縦覧に供します。

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

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

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

め配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年４月６日から４月以内に，神戸市に対

し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年４月６日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　マックスバリュ井吹台店

　　神戸市西区井吹台北町５丁目３番

２　変更した事項

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　（変更前）

　　（変更後）

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

　　名

　　（変更前）

　　（変更後）

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

　　代表者の氏名

　　（変更前）

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５０８

所在地名称

神戸市西区井吹台北町５丁目３番（仮称）マックスバリュ井吹台店

所在地名称

神戸市西区井吹台北町５丁目３番マックスバリュ井吹台店

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

加栗　章男
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

平尾　健一
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社



５０９

　　（変更後）

３　変更の年月日

　　２⑴については，平成３０年４月１７日。

　　２⑵については，令和元年９月１０日。

　　２⑶については，令和元年９月１０日。

４　変更する理由

　　２⑴については，大規模小売店舗の名称を決定したため。

　　２⑵については，代表者が交代したため。

　　２⑶については，代表者が交代したため。

５　届出年月日

　　令和２年３月２３日

６　縦覧期間

　　令和２年４月６日から令和２年８月５日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第３１号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に

よる変更の届出があったので，法第６条第３項において準用する法第５条第３項により次のと

おり公告するとともに，当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付

書類を次のとおり縦覧に供します。

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

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

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

め配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年４月６日から４月以内に，神戸市に対

し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

加栗　章男
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

平尾　健一
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社



　　令和２年４月６日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　マックスバリュ北神星和台店

　　神戸市北区有野町有野4420番地の164

２　変更した事項

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

　　名

　　（変更前）

　　（変更後）

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

　　代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

３　変更の年月日

　　２⑴については，令和元年９月１０日。

　　２⑵については，令和元年９月１０日。

４　変更する理由

　　２⑴については，代表者が交代したため。

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５１０

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

加栗　章男
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

平尾　健一
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

加栗　章男
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

平尾　健一
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社



５１１

　　２⑵については，代表者が交代したため。

５　届出年月日

　　令和２年３月２３日

６　縦覧期間

　　令和２年４月６日から令和２年８月５日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第３２号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に

よる変更の届出があったので，法第６条第３項において準用する法第５条第３項により次のと

おり公告するとともに，当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付

書類を次のとおり縦覧に供します。

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

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

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

め配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年４月６日から４月以内に，神戸市に対

し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年４月６日

　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　マックスバリュ大池店

　　神戸市北区山田町上谷上字古々山３１－１外

２　変更した事項

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

　　名

　　（変更前）

　　（変更後）

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

加栗　章男
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社

代表取締役

水野　秀晴
東京都千代田区外神田２丁目２番１５号ウエルシア薬局株式会社



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

　　代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

３　変更の年月日

　　２⑴については，マックスバリュ西日本株式会社は令和元年９月１０日，ウエルシア薬局株

　式会社は平成２７年１２月１日。

　　２⑵については，マックスバリュ西日本株式会社は令和元年９月１０日，ウエルシア薬局株

　式会社は平成３０年５月１５日，株式会社大創産業は平成３０年３月１日。

４　変更する理由

　　２⑴については，代表者が交代したため。
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法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

平尾　健一
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社

代表取締役

松本　忠久
東京都千代田区外神田２丁目２番１５号ウエルシア薬局株式会社

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

加栗　章男
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社

代表取締役

石井　和正
兵庫県尼崎市北大物町１６番７号タキヤ株式会社

代表取締役

矢野　博丈

広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１４

号
株式会社大創産業

代表取締役

高橋　秀司
兵庫県高砂市米田町２５番地の１モンド有限会社

法人にあっては

代表者の氏名
住所氏名又は名称

代表取締役

平尾　健一
広島市南区段原南１丁目３番５２号

マックスバリュ西日本株

式会社

代表取締役

松本　忠久
東京都千代田区外神田２丁目２番１５号ウエルシア薬局株式会社

代表取締役

矢野　靖二

広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１４

号
株式会社大創産業

代表取締役

高橋　秀司
兵庫県高砂市米田町２５番地の１モンド有限会社



５１３

　　２⑵については，マックスバリュ西日本株式会社及び株式会社大創産業は代表者が交代し

　　たため，タキヤ株式会社はウエルシア薬局株式会社と合併したため。

５　届出年月日

　　令和２年３月２３日

６　縦覧期間

　　令和２年４月６日から令和２年８月５日まで

７　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第３３号

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

条の６及び神戸市契約規則（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２年４月７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　件名

　　　神戸市通報一次対応コールセンター構築・運営業務一式

　⑵　履行場所

　　　落札者の事業所

　⑶　契約期間

　　　契約締結日から令和５年（２０２３年）１０月３１日

　⑷　調達内容の概要

　　　・市民・事業者からの食品衛生／環境衛生／動物衛生に関する問い合わせ，相談及び通

　　　　報の一次対応を行う（仮称）「食品衛生／環境衛生／動物衛生ダイヤル」の構築・運

　　　　営

　　　・市民からの廃棄物に関する問い合わせ，相談及び通報の一次対応を行う「クリーン 

　　　　１１０番」の構築・運営　

　　　・市民からの本市が管理する道路，公園，河川，並びに放置自転車に関する問い合わせ

 や相談対応を行う（仮称）「道路／公園／河川／放置自転車ダイヤル」業務の構築・

　　　　運営

　　　・情報共有アプリ「ＫＯＢＥぽすと」による投稿情報の一次対応業務

　　　※詳細については，「神戸市通報一次対応コールセンター構築・運営業務委託仕様書」

　　　（以下，「仕様書」という）を参照のこと。

２　入札方法

　　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０の２第１項及び第２項の規定によ
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　り落札者を決定する一般競争入札（以下「総合評価一般競争入札」という。）を行います。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　入札参加資格は，以下のとおり。

　⑴　次に掲げる全ての要件を満たしていること。

　　契　入札資格申請書提出時点で，令和２・３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有する

　　　こと

　　形　本入札の公告日から入札日までの間に，神戸市指名停止基準（平成６年６月１５日市長

　　　決定）による指名停止措置を受けていないこと。

　　径　暴力団員が役員として経営に関与（実質的に関与している場合も含む）していないこ

　　　と等「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第５条」に該当しないこと

　⑵　複数の事業者の共同企業体としての応札も認める。その場合，入札書類提出時までに共

　　同企業体（対象業務を共同して行うことを目的として５社以内の民間事業者により構成さ

　　れる組織をいう。以下同じ）を構成し，代表者を決め，他のものは構成員として参加する

　　ものとする。なお，代表者は，本市に対して本業務の履行に係る全ての責任を負う。共同

　　企業体の構成員は上⑴の契～径を満たすことを要する。

　⑶　入札参加事業者から本業務の一部の再委託を受ける事業者は，本入札に参加できない。

　⑷　入札後に再委託事業者を決めた場合において，上記⑵及び⑶に反することが判明した場

　　合には，その時点で落札事業者は失格とする。

４　契約に関する事務を担当する部局

　　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聴課（電話番号　０７８－３２２－５１６９）

５　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付及び審査の通知の方法等につい

　ては，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間，交付場所及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　令和２年４月７日（火）から令和２年４月１４日（火）まで（神戸市の休日を定める条例

　　（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）午前８時４５

　　分から午後５時３０分まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　交付場所

　　　神戸市市長室広報戦略部広聴課

　　　（事前に上記に電話連絡してからお越しください。）

　⑶　交付費用

　　　入札説明書等は無償にて交付する。

７　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

　　この入札に必要な「入札参加資格審査申請書」及び「資格要件に関する書類」並びに「質

　問書」については，入札説明書によります。

　⑴　提出期間

　　　令和２年４月７日（火）から令和２年４月１７日（金）まで（神戸市の休日を定める条例
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５１５

　　（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）午前８時４５

　　分から午後５時３０分まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　提出場所

　　　神戸市市長室広報戦略部広聴課

　　　（持参，郵送・宅配とも事前に上記に電話連絡をしてください。）

　⑶　提出方法

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

　　指定時間内に指定する提出場所に必着のこと。

８　「提案書」及び「入札書」の提出期限及び提出場所

　　この入札に必要な「提案書」及び「入札書」の内容及び提出部数等については，入札説明

　書によります。

　⑴　提出期間

　　　令和２年５月１１日（月）から令和２年５月２５日（月）まで（神戸市の休日を定める条例

　　（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）午前８時４５

　　分から午後５時３０分まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　提出場所

　　　神戸市市長室広報戦略部広聴課

　　　（持参，郵送・宅配とも事前に上記に電話連絡をしてください。）

　⑶　提出方法

　　　原則，持参とします。郵送・宅配も可としますが，その場合は書留等受取記録が残る方

　　法で，最終日の上記指定時間までに指定する提出場所に必着のこと。

９　開札の日時及び場所（予定）

　詳細は改めて入札参加者に対して連絡します。

　⑴　日時

　　　令和２年６月１２日（金）

　⑵　場所

　　　神戸市役所本庁舎１号館

１０　入札保証金

　　規則第７条第２項の規定により免除します。

１１　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　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　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。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　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。

　⑹　入札参加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。

　⑺　入札参加者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　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。

　⑼　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載したとき。
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　⑽　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。

　⑾　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。

１２　落札者決定方法

　⑴　落札者決定の方法

　　　地方自治法施行令第１６７条の１０の２の規定に基づく総合評価一般競争入札方式により，

　　落札者を決定します。

　⑵　総合評価の方法

　　　入札価格及び提案内容をもとに内容点及び価格点を算出し，その合計点で総合的に評価

　　します。

　⑶　評価項目と配点

　　　内容点及び価格点は，提案書及び入札書により算出します。また，小数点以下第１位を

　　四捨五入して算出します。

　　評価項目及び配点

　⑷　落札者の決定基準

　　ア　次の契・形の各要件のいずれにも該当する入札者のうち，入札説明書の定めるところ

　　　により算出された内容点と価格点の合計点がもっとも高いものを落札者とします。

　　　契　入札金額が本市の定める予定価格（上限金額）の範囲内の者

　　　形　入札金額が著しく低い額を提案した場合は，本市の調査の結果，履行に支障がない

　　　　と認められた者

　　　径　評価項目のうち「必須とする評価項目」については，落札者決定基準に示す最低限

　　　　の要求要件（「必須の要求要件」という。）を全て満たしていること。（なお，必須

　　　　とする評価項目について必須の要求要件を満たしていないもの（記載がない場合を含

　　　　む。）は失格として取扱う。）

　　イ　アによる最高得点者が複数ある場合は，そのうち価格点が最も高い者を落札者としま

　　　す。さらに価格点の最高得点者も複数ある場合は，当該入札者にくじを引かせて落札者

　　　を決定します。この場合において，当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない

　　　者があるときは，これに代えて，当該入札事務に関係のない本市の職員にくじを引かせ

　　　て落札者を決定します。

１３　その他
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合計点評価項目・内訳区別

５００点

仕様書の実現性が高く，妥当な提案であることを評価する。

（配点内訳）

１　業務の実施方針等　　　　　　　　　　　　　　 ６０点

２　組織の経験・能力　　　　　　　　　　　　　　 ９０点

３　業務運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９０点

４　業務実施に向けた個別提案　　　　　　　　　　１６０点

内容点

２５０点
入札金額評価点

運営業務にかかる経費が低いことを評価する。
価格点

７５０点合　計　評　価　点



５１７

　　⑴　入札参加に要した費用は，全て入札参加者の負担とします。

　　⑵　入札参加者からの提出物は，審査結果に関わらず一切返却しません。

―――――――――――――――――

神戸市公告第４０号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）
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神戸明石線（月見山地区）擁壁補修工事工 事 名

神戸市須磨区月見山町３丁目工事場所

令和２年８月３１日完成期限

ひび割れ補修工（低圧注入工）９３０ｍ，（充填工）５３ｍ，

断面修復工（Ａ）２㎥，（Ｂ）０．１２㎥，表面含浸工　５４０㎡
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

とび・土工工事業又は防水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「土木専門・とび・土

工」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。

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。
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　・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２年４月８日（水）～４月１４日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年４月１５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月１６日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年４月１７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



５１９

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４１号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５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

霞ヶ丘小学校受変電設備更新工事工 事 名

神戸市垂水区霞ヶ丘４丁目６－１６工事場所

令和２年９月３０日完成期限

受変電設備改修工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５２０

　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２年４月８日（水）～４月１４日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年４月１５日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月１６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



５２１

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４２号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年４月１７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

玉津処理場１系５・６号最終沈殿池汚泥かき寄せ機機械設備工事工 事 名

神戸市西区森友１丁目２６　玉津処理場内工事場所

令和３年３月１２日完成期限

本工事は，玉津処理場内の１系５・６号最終沈殿池設備の改築更新を行うもの

である。

　１系５・６号最終沈殿池汚泥かき寄せ機機械設備工・・・１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５２２

単独企業形態

機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

下水道法上の終末処理場の沈殿池において，チェーンフライト式汚泥か

き寄せ機（合成樹脂製）を新設又は更新する工事を，元請として平成１７

年度以降に完成させた実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　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。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑴⑵⑶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



５２３

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

令和２年４月８日（水）～４月２１日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年４月２２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月２３日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年４月２４日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



―――――――――――――――――

神戸市公告第４３号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５２４

西部処理場汚泥濃縮機電気設備工事工 事 名

神戸市長田区南駒栄町１番４４号　西部処理場内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，西部処理場において，別途施工の汚泥濃縮機機械設備工事とともに

必要な電気設備を施工するものであり，その概要は下記のとおりである。

　汚泥濃縮機電気設備工　　　１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

下水道法上の終末処理場又はポンプ場において，５千万円以上の水処理

又は汚泥処理に係る電気設備を含む工事（自社で製作した動力制御盤を

用いたものに限る）を元請として平成１７年度以降に完成させた施工実績

があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　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。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

その他



５２５

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑴⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年４月８日（水）～４月２１日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年４月２２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月２３日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年４月２４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。
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４４号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５２６

　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」

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

長田楠日尾線（楠町）電線共同溝整備工事その１工 事 名

神戸市中央区下山手通８丁目～花隈町工事場所

令和３年３月３１日まで完成期限

施工延長　Ｌ＝３５０ｍ，電線共同溝　Ｎ＝１，道路復旧工　Ｎ＝１，

照明工　Ｎ＝１
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可



５２７

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

　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。

土木Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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２年４月８日（水）～４月２１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



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４５号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５２８

第１日目　令和２年４月２２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月２３日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年４月２４日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



５２９

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

北五葉地区他雨水幹線改修工事　　　　　　　　　　　　　　＜合併入札＞工 事 名

神戸市北区北五葉１丁目他工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和３年３月３１日

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限

管路施設修繕工　一式，付帯工　一式，仮設工　一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

神戸市水道公告第１４号と合併入札とする。

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

土木一般の総合点数が１，０８０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５３０

　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。

第１日目　令和２年４月２２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月２３日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年４月２４日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

令和２年４月８日（水）～４月２１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



５３１

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４６号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５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

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

北青木住宅給水管改修工事工 事 名

神戸市東灘区北青木１丁目１番１工事場所

令和２年１２月１１日完成期限

北青木住宅の給水設備改修に伴う機械設備，付帯工事一式工事概要

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

　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



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５３２

管一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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２年４月８日（水）～４月２１日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年４月２２日（水）午前９時～午後８時日 時



５３３

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４７号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

第２日目　令和２年４月２３日（木）午前９時～午後３時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年４月２４日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

①　海岸通６丁目地区他汚水管改築更新工事

②　北長狭通１丁目地区汚水管改築更新工事　　　　　　　　　＜合併入札＞
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２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５３４

①　神戸市中央区海岸通６丁目　他

②　神戸市中央区北長狭通１丁目
工事場所

①　令和２年１１月３０日

②　令和２年１０月３０日
完成期限

①　管きょ更生工φ２５０　Ｌ＝４２２．２８ｍ，φ３００　Ｌ＝７５．７２ｍ　

　　管きょ工（開削）Ｋ１φ２００　Ｌ＝２１．９０ｍ，Ｋ１φ２５０　Ｌ＝３．００ｍ

　　マンホール工１式，取付管及びます工１式，付帯工１式

②　管きょ更生工φ２５０　Ｌ＝２０３．８５ｍ，管きょ工（開削）φ２５０　Ｌ＝３６．９０ｍ

　　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

その他



５３５

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

第１日目　令和２年４月２２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月２３日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年４月２４日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

令和２年４月８日（水）～４月２１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，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。



　　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４８号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５３６

野田外浜線電線共同溝整備工事その１工 事 名

神戸市長田区浪松町６丁目他工事場所

令和３年３月３１日まで完成期限

延長　４７０ｍ

【舗装】道路土工　１式，舗装工（歩車道）２，２２０㎡，排水構造物工　１式

【電線共同溝】開削土工　１式，電線共同溝　６，０１１ｍ，電気設備工　１６０ｍ

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ等級



５３７

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５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。

土木一般の総合点数が１，０８０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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２年４月８日（水）～４月２１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



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４９号

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

のとおり公告します。

　　令和２年４月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５３８

第１日目　令和２年４月２２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月２３日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年４月２４日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



５３９

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　総合評価に関する事項

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

神戸港湾幹線道路補修工事工 事 名

神戸港湾幹線道路工事場所

令和３年３月３１日完成期限

伸縮装置補修工５１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

鋼構造物工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は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「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



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　入札参加資格の審査の申請方法

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５４０

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。

詳細は入札説明書等による。
評 価 基 準

評価は，標準点（１００点）に入札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（消費税相当額を除いた価格。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法

令和２年４月８日（水）～４月２１日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年４月２２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月２３日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「内訳書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確

認通知」及び「入札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方 法

第１日目　令和２年４月２２日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年４月２３日（木）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

契約監理課への持参による。方 法

令和２年４月２４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方 法



５４１

　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。

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。

　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５０号

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

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

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年４月８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

　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」

令和２年５月１日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



１　落札に係る特定役務の名称

　　神戸市防犯カメラ設置場所調査及び設置に係る各種申請代行業務

２　数量

　　一式

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年３月１９日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社ラピスネット

　　　　代表取締役　河本　誠

　　神戸市東灘区向洋町西３丁目１番地の１０

６　落札金額

　　１８，６２０，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する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した。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年２月５日

　

  水  道  局  

神戸市水道告示第１号

　公金出納事務の一部を取扱う金融機関の指定（昭和４７年１１月神戸市水道告示第６号）の一部

を次のように改正し，令和２年５月１日から施行する。

　　令和２年４月２１日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

⑵　収納取扱金融機関の項中

「

       　を

       」

「

       　に改める。

       」

―――――――――――――――――

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５４２

兵庫県下及び大阪府下株式会社　関西みらい銀行

全国株式会社　関西みらい銀行



５４３

神戸市水道公告第３号

　一般競争入札により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（以下「特

定調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに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。以下「規程」という。）第２１条の７第１項において読み替える

規程第６条及び規程第２１条の７第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年４月３日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

奥畑－妙法寺連絡管整備工事（その１）工 事 名

神戸市須磨区西落合２丁目～妙法寺字宮ノ下工事場所

令和５年９月３０日完成期限

管きょ工（セグメント外径２，３５０㎜，Ｌ＝３，６９９ｍ，推進管内径１，２００㎜，

　　　　　Ｌ＝１４４ｍ）

立坑工（シールド・推進兼用発進立坑，シールド到達立坑，推進到達立坑）一

式

作業ヤード整備工　一式，仮設工　一式

工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。
前 払 金

この入札は，ＷＴＯ型総合評価落札方式を適用する。そ の 他

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

　定する甲型であること。

結成方法

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

土木工事業に係る特定建設業の許可建設業の許可

土木一式工事の総合評定値が９００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

神戸市の入札

参加資格



３　総合評価に関する事項

４　入札及び契約に関する事務を担当する部局

　⑴　入札に関する事務を担当する部局

　　　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　０７８－３２２－５１４６･７）（以下「契約監理課」と

　　いう。）

　⑵　契約に関する事務を担当する部局

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

⑴　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。

⑵　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に基づく指名停止を受け

　ていないこと。

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。

⑷　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

　構成員又は他の単独企業でないこと。

その他

共同企業体の代表者に関する条件

土木一式工事の総合評定値が１，２００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

　セグメント外径φ２，０００㎜ 上のシールド工事において，次に掲げ

る内容を元請として，平成１７年度以降に完成させた施工実績がある

こと。

　⑴　シールド延長２，０００ｍ以上の工事なお，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

評価基準として，技術提案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）に入札参加者の技術提案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
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　　　（危機管理センター）６階

　　　神戸市水道局経営企画課（電話番号　０７８－３２２－５８８０）

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付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（特例政令第８条に規定する文

　書をいう。以下同じ。）によります。

６　入札説明書等の交付期間，交付場所及び交付方法

７　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

８　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

９　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

　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
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令和２年４月３日（金）～４月１７日（金）

　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２年４月３日（金）～４月１７日（金）

※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

第１日目　令和２年５月１８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年５月１９日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「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



　⑶　郵送の場合

１０　技術資料提出の日時及び方法

１１　開札の日時及び場所等

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

　⑶　その他

　　　入札価格の開札において失格又は無効となった者については，技術資料の審査は行いま

　　せん。

１２　落札者の決定方法

　　入札価格が予定価格の制限の範囲内にあり，かつ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者とする。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る。

　また，失格基準価格を設けている場合は，失格基準価格を下回る価格で入札した者は失格と

　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，落札者
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令和２年５月２０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２年５月１９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

第１日目　令和２年５月１８日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年５月１９日（火）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日　　時

契約監理課への持参による。方　　法

令和２年５月２０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

令和２年６月３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
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　を決定する。

１３　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１４　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。　

１５　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。

１６　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。

１７　その他

　⑴

　⑵　神戸市工事請負競争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競争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　

　　　　４⑴入札に関する事務を担当する部局に記載する部局

　　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２年４月１７日（金）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
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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



 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

　　　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。

１８　Summary

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第５号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月３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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Construction Work of Okuhata-Myohoji 

Connection Pipe(Part1)
Subject matter of the contract

5:00 P.M. 17 April, 2020 

In case of the electronic bid

8:00 P.M. 17 April, 2020

The closing date and time for the submission of 

application forms and attached documents for the 

qualification confirmation

9:00～10：00 A.M. 20 May, 2020

In case of the electronic bid

9:00 A.M.～8:00 P.M. 18 May, 2020

9:00 A.M.～3:00 P.M. 19 May, 2020

The date and time for the submission of tenders

Contract  Administration Division, Finance　Department,

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

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

TEL 078-322-5146･7

A contact point where 

tender documents are 

available
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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　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。
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諏訪山特１送水ポンプ設備新設工事工 事 名

神戸市中央区神戸港地方字口一里山　神戸市水道局　口一里山坑内工事場所

令和３年４月３０日完成期限

口一里山坑内に諏訪山特１送水ポンプ設備２台を新設する。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

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

単独企業形態

機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可建設業の許可

⑴　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。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑴⑵⑶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



５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５５０

　令和２年４月３日（金）～４月１０日（金）

　※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各

　　号に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時

　　～午後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

　第１日目　令和２年４月１３日（月）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年４月１４日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

　令和２年４月１５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



５５１

神戸市水道公告第７号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月３日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

有馬低区配水場他無停電電源設備更新工事工 事 名

神戸市北区有馬町字山田山１８１９－１　有馬低区配水場他工事場所

令和２年１０月３０日完成期限

本工事は，有馬低区配水場，及び寺谷流量制御場の無停電電源設備を更新する

もので，必要な盤類を製作し，納入，据付，配線接続作業，試験調整後の安定

した実動作に至るまでの諸作業を含むものとする。

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において，「電気専門」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。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

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。

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５５２

※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２年４月３日（金）～４月１４日（火）

　土曜，日曜，祝日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後

８時）

受付期間

契約監理課提出場所

　第１日目　令和２年４月１５日（水）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年４月１６日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年４月１７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



５５３

　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８号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月３日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

神崎川ポンプ場予備系特高受変電盤他更新工事工 事 名

大阪市東淀川区北江口２－１０－５１　神崎川ポンプ場工事場所

令和３年５月３１日完成期限

本工事は，神崎川ポンプ場に設置されている特別高圧受変電盤他の更新工事一

式を行うものである。
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

経営事項審査の結果において，電気工事の総合評定値が１，０００点以上
経営事項審査

の結果の点数

　公共工事において，特別高圧受変電設備（自社で製作した盤を用いた

ものに限る）を新規設置又は更新する工事を，元請として平成１７年度以

降に完成させた施工実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５５４

⑴　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。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

その他

　令和２年４月３日（金）～４月１７日（金）

　土曜，日曜，祝日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後

８時）

　紙書類の提出は，神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第

２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く午

前９時～正午，午後１時～午後５時

　（郵送の場合は書留郵便のみ受付可。受付最終日の午後５時までに契約監理

　課必着。）

受付期間

契約監理課提出場所

　第１日目　令和２年４月２０日（月）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年４月２１日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

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



５５５

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１０号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月３日

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

１　入札に付する事項

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５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

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

令和２年４月２２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

須磨（若木町）配水管取替工事工 事 名

神戸市須磨区若木町１丁目～若木町４丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

据付延長：φ７５－２６３．９ｍ，φ１００－３７．８ｍ，φ１５０－６．０ｍ，φ２００－０．５ｍ，

　　　　　φ３００－９．１ｍ，φ４００－６３４．６，φ５００－１．８ｍ
工事概要



２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５５６

撤去延長：φ１００－２６１．１ｍ，φ１５０－２７．５ｍ，φ２００－１３．１ｍ，φ３００－３５．１ｍ，

　　　　　φ４００－１．８ｍ，φ５００－６３５．４ｍ

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（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木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２１

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１，０８０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

　　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

その他



５５７

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

　令和２年４月３日（金）～４月１７日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

　第１日目　令和２年４月２０日（月）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年４月２１日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

　令和２年４月２２日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第９号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月８日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５５８

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

北（鈴配・根元）配水管取替工事その２工 事 名

神戸市北区山田町小部，松宮台１丁目工事場所

全体工期：令和３年３月３１日完成期限

管布設延長：φ７５－１９２．２ｍ，φ２００－８０．６ｍ，φ６００－４９６．４ｍ

管撤去延長：φ７５－１９２．２ｍ，φ２００－１４．７ｍ，φ６００－４９６．９ｍ
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

土木一般の総合点数が１，０８０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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



５５９

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５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２年４月８日（水）～４月２１日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

　第１日目　令和２年４月２２日（水）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年４月２３日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法



７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１１号

　総合評価落札方式制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月８日 

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

１　入札に付する事項

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５６０

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

　令和２年４月２４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

工水（岡本地区）ＰＩＰ工事工 事 名

神戸市東灘区岡本１，２，３丁目　

　　　　　　本山北町１，２，３丁目
工事場所

令和４年３月３１日完成期限

工水：＜布設＞ＳＰ８００Ａ－１０１７．２ｍ（ＰＩＰ），８．０ｍ（立坑），ＳＰ７００Ａ－１０１６．３ｍ

　　　（ＰＩＰ），７．６ｍ（立坑），Φ６００～Φ８００－１８７．９ｍ，Φ２００～Φ３００－１４．２ｍ

工水（撤去）：３６“－７５．３ｍ，３３”７５．０ｍ，Φ６００～Φ９００－５９．２ｍ，

　　　　　　Φ３００以下５２．１ｍ

工事概要



５６１

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

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

　　神戸市行財政局契約監理課（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　入札参加資格の審査の申請方法

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

配水：＜布設・撤去＞Φ１５０－４７．１ｍ，Φ２００－３１．０ｍ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，標準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

特定建設工事共同企業体形態　　　　　＊Ａ

２社又は３社構成員の数

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，鋼構造物工事の総合評定値が７５０点

以上

経営事項審査の

結果の点数＊Ｂ

構成員のうち１社以上は神戸市内に本店を有するものであること。その他

共同企業体の代表者に関する条件

経営事項審査の結果において鋼構造物工事の総合評定値が，神戸市

内に本店を有する場合は７５０点以上，支店若しくはこれに準じるも

のを有する場合は８００点以上であること。

経営事項審査の

結果の点数＊Ｂ

既設管内，既設トンネル内に鋼管を挿入（パイプ・イン・パイプ）

する工事，または推進工法，シールド工法に伴い鋼管を挿入する工

事を元請として平成１７年度以降に完成させた施工実績があること。

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

場合に限り認める。

施行実績

　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（消費税相当額を除いた価格。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　開札の日時及び方法　

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５６２

令和２年５月２０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２年５月１８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年５月１９日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方 法

第１日目　令和２年５月１８日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年５月１９日（火）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

契約監理課への持参による。方 法

　令和２年４月８日（金）～４月２１日（火）

　土曜，日曜，祝日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後

８時）

　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日時までに契約監理課に到

達しておくこととする。なお，郵送にあっては，必ず郵便書留等の配達の記録

が残るものを利用すること。

　持参による場合は，神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）

第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く，午前９時～正午，午後１時～午

後５時

提出期間

⑴　資本関係・人的関係調書（様式第４号）　　　　　　＊Ｆ

⑵　特定建設工事共同企業体であることを確認する書類　＊Ｇ

　ア　特定建設工事共同企業体認定申請書（ＪＶ様式第１号）

　イ　特定建設工事共同企業体協定書（ＪＶ様式第２号）＊Ｈ

⑶　施工実績調書（様式第５号）

⑷　工実績調書の内容が確認できる書類　＊Ｉ

⑸　配置予定技術者届（様式第６号）　＊Ｊ

提出書類

契約監理課提出場所



５６３

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の価格で，かつ，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。また，失格基準価格を設けている場合は，失格基準価格を下回る価格で入札した

　者は失格とします。

　　また，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

　札者を決定します。

１１　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。

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。

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１４号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月８日

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

１　入札に付する事項

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

令和２年６月３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　落札者がある場合　　　　　　　　　　　　　　「落札者決定通知書」

　イ　低入札価格調査の実施等により保留する場合　　「保留通知書」

　ウ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　エ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方　　法



２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５６４

北（北五葉４丁目他）配水管取替工事　　　　　　＜合併入札＞工 事 名

神戸市北区北五葉２・４・５丁目工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年７月３１日

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限

管布設延長：φ５０－２３９．６ｍ，φ７５－２４．８ｍ，φ１００－２４４．８ｍ

　　　　　　φ１５０－４４９．２ｍ，φ２００－１２３．０ｍ

管撤去延長：φ７５－２１８．６ｍ，φ１００－４０１．６ｍ，φ１５０－９４．１ｍ，

　　　　　　φ２００—３６６．５ｍ

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

神戸市公告第４５号と合併入札とする。

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

土木一般の総合点数が１，０８０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

その他



５６５

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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

令和２年４月８日（水）～４月２１日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年４月２２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年４月２３日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年４月２４日（金）午前１０時３０分日 時

　　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。



８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１２号

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

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

１２条及び神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）

第２１条の１４の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年４月２１日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　落札に係る物品の名称

　　口径２０㎜ 水道メーター（新調品）購入その１

２　数量

　　５，０００個

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５６６

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

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



５６７

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

５　落札者を決定した日

　　令和２年３月１９日

６　落札者の氏名及び住所

　　柏原計器工業㈱

　　　　代表取締役　三浦　直人

　　大阪府柏原市本郷５丁目３番２８号

７　落札金額

　　１１，７００，０００円

８　契約の相手方を決定した手続

　　規程第９条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する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した。

９　規程第２１条の７第１項において読み替える規程第６条の規定による公告を行った日

　　令和２年２月５日

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１３号

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

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

１２条及び神戸市水道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）

第２１条の１４の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年４月２１日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　落札に係る特定役務の名称

　　口径２０㎜ 水道メーター（修理品）その１

２　数量

　　１６，０００個

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

５　落札者を決定した日

　　令和２年３月１９日

６　落札者の氏名及び住所

　　柏原計器工業㈱

　　　　代表取締役　三浦　直人

　　大阪府柏原市本郷５丁目３番２８号

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号



７　落札金額

　　１５，６８０，０００円

８　契約の相手方を決定した手続

　　規程第９条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する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した。

９　規程第２１条の７第１項において読み替える規程第６条の規定による公告を行った日

　　令和２年２月５日

  交  通  局  

神戸市交通公告第４号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月３日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５６８

名谷車両基地横西行線防風対策工事工 事 名

神戸市須磨区西落合２丁目（名谷車両基地横西行線）工事場所

令和２年１１月３０日完成期限

防風柵設置Ｈ＝３．０ｍ，Ｌ＝７７ｍ

防風柵設置Ｈ＝２．０ｍ，Ｌ＝８ｍ
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

鋼構造物工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「鋼構造物」を登録業

種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　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。

その他



５６９

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，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２年４月３日（金）～４月１０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）

受付期間

契約監理課提出場所

　第１日目　令和２年４月１３日（月）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年４月１４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



８　入札保証金

　　神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号）第７条第２号の規定により免除しま

　す。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第５号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和２年４月８日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５７０

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年４月１５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

長田駅東出入口２外壁他改修工事工 事 名

神戸市長田区四番町７丁目工事場所

令和２年８月２８日完成期限

外壁改修工事，防水改修工事及び塗装改修工事工事概要

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



５７１

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２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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２年４月８日（水）～４月１４日（火）

　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に

掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札システム

の稼動時間内（午前９時～午後８時）

受付期間

契約監理課提出場所



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

　　神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号）第７条第２号の規定により免除しま

　す。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

 

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５７２

　第１日目　令和２年４月１５日（水）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年４月１６日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年４月１７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



５７３

  人 事 委 員 会  

　

　管理職手当の支給に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年４月９日

神戸市人事委員会　　　　

委員長　芝　原　貴　文　

神戸市人事委員会規則第１号

　　　管理職手当の支給に関する規則等の一部を改正する規則

　（管理職手当の支給に関する規則の一部改正）

第１条　管理職手当の支給に関する規則（昭和３７年７月人委規則第１１号）の一部を次のように

　改正する。

　　別表第１中

「

        」を

「

        」に改め，

「

        」を

「

        」に改める。

　（管理職員等の範囲を定める規則の一部改正）

第２条　管理職員等の範囲を定める規則（昭和４１年９月人委規則第５号）の一部を次のように

　改正する。

　　別表中

「

        」を

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号

１種丙つなぐラボ所長，情報システム専門官，イノベ

ーション専門官

企画調整局

１種丙つなぐラボ所長，情報システム専門官，イノベ

ーション専門官（級別基準職務表の適用範囲に

関する規則（平成２８年４月人委規則第６号）別

表第１において職務の級が６級と定められてい

る者に限る。）

企画調整局

３種乙事務局長農業委員会

１種丙事務局長農業委員会

本部長　所長　情報システム専門官　イノベーション専門官

　企画課企画第１係長及び担当係長（派遣職員の人事，給与

及び服務に関する特に重要な企画事務を担当する者に限

る。）

企画調整局



「

        」に改める。

　（級別基準職務表の適用範囲に関する規則の一部改正）

第３条　級別基準職務表の適用範囲に関する規則（平成２８年４月人委規則第６号）の一部を次

　のように改正する。

　　別表第１中

「

        」を

「

        」に改め，

「

        」を

「

        」に改める。

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行し，令和２年４月１日から適用する。

令和２年４月２１日   神  戸  市  公  報   第３６５５号 ５７４

北学校給食共同調理場，垂水

学校給食共同調理場

教育委員会事務局場長の職務

農業委員会事務局長の職務

北学校給食共同調理場，垂水

学校給食共同調理場

教育委員会事務局場長の職務

博物館文化スポーツ局事務局長の職務

農業委員会

博物館文化スポーツ局事務局長の職務

本部長　所長　情報システム専門官　イノベーション専門官

（級別基準職務表の適用範囲に関する規則（平成２８年４月人

委規則第６号）別表第１において職務の級が６級と定められ

ている者に限る。）　企画課企画第１係長及び担当係長（派

遣職員の人事，給与及び服務に関する特に重要な企画事務を

担当する者に限る。)

企画調整局


