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６４０

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（青陽須磨支援学校スクールバ

　ス運行管理業務）　［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（いぶき明生支援学校介護タク

　シー運行業務） ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る随意契約による相手方

　の決定（垂水管内一般街路灯（ＬＥＤ灯）

　設置単価契約業務（その１））

  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る随意契約による相手方

　の決定（垂水管内一般街路灯（ＬＥＤ灯）

　設置単価契約業務（その２））

  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る随意契約による相手方

　の決定（西管内一般街路灯（ＬＥＤ灯）設

　置単価契約業務（その１））

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市立学校園電気調達（９月開始分））

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（本庁舎清掃業務）

  ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る随意契約による相手方

　の決定（令和２年度税務オンラインシステ

　ム改修業務一式）

 　　　［行財政局税務部市民税課］

▽特定調達契約に係る随意契約の相手方の決

　定（生活保護システム・福祉情報システム

　等の再構築検討業務委託）

  ［福祉局くらし支援課］

▽特定調達契約に係る随意契約の相手方の決

　定（神戸市国民健康保険システム運用保守

　業務一式）　　　［福祉局国保年金医療課］

▽特定調達契約に係る随意契約の相手方の決

　定（産業廃棄物埋立処分業務）

 　　［建設局下水道部経営管理課］

▽特定調達契約に係る随意契約の相手方の決

　定（令和２年度　生活保護システムの保守

　業務一式） 　　　［福祉局保護課］

▽特定調達契約に係る随意契約の相手方の決

　定（法人市民税システム改修業務　一式）

 　　［行財政局税務部法人税務課］

水   道   局

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（口径２０亜水道メーター（新調品）購入そ

　の２）  ［水道局西部センター］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（口径２０亜水道メーター（修理品）その

　２）  ［水道局西部センター］

交   通   局

▽特定調達契約に係る落札者の決定（令和２

　年度地下鉄車両廃車処理業務）

 ［交通局高速鉄道部地下鉄車両課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（小型ノンステップバス）

  　　　［交通局総務課］

一般競争入札による特定調達契約の締結

　（軽油の購入） 　　　［交通局総務課］

そ   の   他

▽神戸三宮雲井通５丁目地区第一種市街地再

　開発事業に係る都市計画法第５７条第１項の

　規定による公告

 　［雲井通５丁目再開発株式会社］
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６４１

  規     則  

　神戸市庁舎利用規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年４月２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第２号

　　　神戸市庁舎利用規則の一部を改正する規則

　神戸市庁舎利用規則（平成元年８月規則第３３号）の一部を次のように改正する。

　別表第２　２号館の項及び３号館の項を削る。

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

　

―――――――――――――――――

　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施行規則を

ここに公布する。

　　令和２年４月２３日

　　　     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第３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施行規

　　　則

　（趣旨）

第１条　この規則は，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（令和２年４月条例第４号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定

　めるものとする。

　（用語の定義）

第２条　この規則における用語の意義は，条例の例による。

　（遵守事項）

第３条　条例第３条第２項第２号に規定する規則で定める期間は，１４日間とする。

２　次項第１号ただし書の規定により画像を複製した場合において，当該複製に係る画像を条

　例第３条第２項第２号ただし書の規定により保管するときは，当該画像の保管期間は，当該

　複製をした日から３０日以内とする。

３　条例第３条第２項第６号に規定する規則で定める事項は，次に掲げる事項とする。

　⑴　画像を複製してはならないこと。ただし，条例第３条第２項第２号ただし書に規定する

　　場合においては，この限りでない。

　⑵　画像を加工してはならないこと。ただし，条例第４条第２項ただし書の規定により画像

　　を提供する場合において，市長が個人情報（神戸市個人情報保護条例（平成９年１０月条例

　　第４０号）第２条第１号に規定する個人情報をいう。）の保護のため必要があると認めると

　　きは，この限りでない。
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　（管理責任者等）

第４条　条例第５条第１項に規定する管理責任者（以下「管理責任者」という。）は，危機管

　理室長の職にある者もって充てる。

２　条例第５条第１項に規定する必要な職員として，取扱者を置く。

３　条例第５条第１項に規定する取扱責任者（以下「取扱責任者」という。）及び取扱者は，

　危機管理室に所属する職員のうちから，管理責任者が指名する者をもって充てる。

　（管理責任者等の事務）

第５条　管理責任者は，防犯カメラの設置及び運用に関する事務を統括する。

２　管理責任者は，条例第５条第１項に規定する管理責任者等（第５項において「管理責任者

　等」という。）以外の者が防犯カメラを操作し，又は画像を閲覧することができないように

　必要な措置を講じなければならない。

３　取扱責任者は，管理責任者の命を受け，次に掲げる事務に従事する。

　⑴　防犯カメラの作動状況の確認

　⑵　画像の複製，加工，消去及び保管並びにこれらの記録に関すること。

　⑶　前２号に掲げるもののほか，管理責任者が必要と認める事務

４　取扱者は，取扱責任者の命を受け，その事務を補助する。

５　管理責任者等は，その事務に関して知り得た情報を防犯カメラの設置及び運用に関する業

　務の用に供する目的以外の目的のために利用してはならない。管理責任者等でなくなった後

　も，同様とする。

　（運用状況の公表）

第６条　市長は，次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表する

　ものとする。

　⑴　画像を提供した件数及び理由

　⑵　画像を提供した捜査機関の名称

　（施行細目の委任）

第７条　この規則の施行に関し必要な事項は，主管局長が定める。

　　　附　則

　この規則は，令和２年５月１日から施行する。

  告     示  

神戸市告示第５２号

　建築基準法第２７条第１項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件（平成

２７年国土交通省告示第２５５号）第１第４項の特定行政庁が指定する区域及び定める時間を次の

ように指定する。

　　令和２年４月１７日

（特定行政庁）神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定する区域
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６４３

　　神戸市全域（用途地域が定められていない土地の区域に限る。）

２　定める時間（単位　分）

　　３０

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第５３号

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規程により，次に掲げる施設に

係る使用料の徴収業務を委託したので，同条第２項の規定により告示する。

　　令和２年４月２０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　施設名及び受託者

２　委託期間

　　令和２年４月１日から令和２年９月２２日まで

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第５４号

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規程により，次に掲げる施設に

係る物品売払代金の徴収業務を委託したので，同条第２項の規定により告示する。

　　令和２年４月２０日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　施設名及び受託者

２　委託期間

　　令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第６４号

　神戸市公印規則（昭和５２年３月規則第１１１号）第８条第１項の規定により印影等を印刷する
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委　　託　　先施　設　名

神戸市中央区三宮町３丁目７番６号

日東カストディアル・サービス株式会社神戸支店

支店長　岩花　圭二郎

神戸市立博物館

委　　託　　先施　設　名

神戸市中央区波止場町２番８号

株式会社ＴＯＯＴＨ　ＴＯＯＴＨ

代表取締役　金指　光司

神戸市立博物館



ことができる文書の名称，使用公印の名称，様式及び書体並びに印影等の寸法の件（平成２０年

６月告示第２０８号）の一部を次のように改正する。

　　令和２年４月２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

「

        」

を

「

        」

に改める。

―――――――――――――――――

神戸市告示第７３号

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

し，同条第２項の規定により，令和２年５月１３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２６日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年５月１２日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

 

―――――――――――――――――
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印影等の寸法

（ミリメートル）

使　用　公　印
文　　　書　　　名

書　体様式名　称

方２０隷書５２区長の印
後期高齢者医療保険料納入額決定

通知書

印影等の寸法

（ミリメートル）

使　用　公　印
文　　　書　　　名

書　体様式名　称

方２０れい書５２区長の印後期高齢者医療保険料納入通知書

幅　　　員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
区　　　間路線名

道路の

種類

６．００１１８．８０神戸市北区藤原台南町１丁目25

番32地先から

神戸市北区藤原台南町１丁目25

番40地先まで

藤原台南町

９６号線

市道



６４５

神戸市告示第７４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５月１３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２６日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年５月１２日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７５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５月１３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２６日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年５月１２日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造
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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

６．００　４．６０新神戸市北区藤原台南町１丁目

２５番２１地先から

神戸市北区藤原台南町１丁目

２２番７地先まで

藤原台南町

１２号線

市道

６．００４．６０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　　９．４０

最小　　１．９０

２０．９０新神戸市北区有馬町中ノ畑１２６２

番１地先から

神戸市北区有馬町中ノ畑１２６０

番１地先まで

中ノ畑１号

線

市道

　２．５０２０．９０旧



  公     告  

神戸市公告第６１号

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項の規定により，次に掲げる公告認定

対象区域内における同法第８６条第１項又は第２項の規定により同一敷地内にあるものとみなさ

れる建築物（以下「同一敷地内認定建築物」という。）以外の建築物の位置及び構造が，当該

公告認定対象区域内の他の同一敷地内認定建築物の位置及び構造との関係において安全上，防

火上及び衛生上支障がない旨の認定をしたので同法第８６条の２第６項の規定により公告します。

　なお，当該公告認定対象区域を表示した図書は，神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課に

備え置いて，一般の縦覧に供します。

　　令和２年４月１７日

（特定行政庁）神戸市長　久　元　喜　造　

公告認定対象区域

神戸市垂水区平磯１丁目

１６９９－１－４の一部，１６９９－１－５の一部，１６９９－１－６の一部，１６９９－１－７の一部，

１６９９－１－８の一部，１６９９－１－９の一部，１６９９－１－１０の一部，１６９９－１３の一部，

１６９９－１９の一部，１６９９－２１の一部，１７００番，１７０１番

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第７０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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　令和２年度　一般街路灯（防犯灯）支柱購入

　⑵　数量

　　　５００本

　⑶　納入場所

　　　西部建設事務所（須磨区妙法寺字ヌメリ石１－１）

　⑷　納入期限

　　　令和２年９月３０日

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（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。
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６４７

２　入札方式

　　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。）を利用する電子

　入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由で

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　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。

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

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

　　ていないこと。

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

　　続開始の決定がされている者，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。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

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，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及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年５月１３日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年５月１３日（水）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（以下「本市の休日」という。）

　　　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。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付
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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　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年５月１４日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年５月１５日（金）まで（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。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

  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２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和２年６月１５日（月）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年６月１６日（火）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年６月１６日（火）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年６月１５

　　　日（月）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年６月１６日（火）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１０　入札保証金
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６４９

　　規則第７条第２号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。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　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入したとき。

　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　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合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。）は全て無効にします。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。

　⑿　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　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，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，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す。

１３　特定調達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。

１４　苦情の申出

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

　ができます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参加

　する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を受け

　ることができます。　　　　　

　　ただし，令和２年５月１５日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午から

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　本調達後において予定する調達（ただし，時期及び数量については変更することがありま

　す。）

　⑴　物品の名称
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　　　令和２年度　一般街路灯（防犯灯）支柱購入

　⑵　納入期限

　　　令和２年１０月３０日まで

　⑶　数量

　　　５００本

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Security light pole.

　⑵　Estimated Quantity : 500 poles

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. May 15, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. June 16, 2020. 

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe,6-5-1, Kano-cho, 

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第７１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随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。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２２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の名称

　　神戸市立学校施設管理業務

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　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月１日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社オークスコーポレーション

　　　　代表取締役　橋本　孝次郎

　　岡山市南区豊浜町９番２４号

６　随意契約に係る契約金額

　　４２，９００，０００円

７　契約の相手方を決定した手続
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６５１

　　規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格に一番近い価格をも

　って入札した者を契約の相手方としました。

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１月１５日

９　随意契約の理由

　　再度の入札に付し落札者がなかったため。

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第７２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随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の名称

　　妙賀山クリーンセンター等不燃系等ごみ中継運搬業務

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　随意契約の相手方を決定した日

　　令和元年１２月２７日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社北神

　　　　代表取締役　蒔野　栄二郎

　　神戸市灘区浜田町１丁目１番２２号

６　随意契約に係る契約金額

　　１６２，２９４，０００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に相当する価格に一番近い価格をも

　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

　　令和元年１０月２３日

９　随意契約による理由

　　再度の入札に付して落札者がなかったため。

―――――――――――――――――
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神戸市公告第７３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随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の名称

　　家庭系燃えるごみ・コンテナ等収集運搬業務（Ｂ地区）

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　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年３月１９日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　神戸市生活環境事業協同組合

　　　　理事長　藤定　孝光

　　神戸市兵庫区遠矢浜町５番８号

６　随意契約に係る契約金額

　　１６０，９７２，５７０円

７　契約の相手方を決定した手続

　　次項に規定する理由により，第５項に規定する者以外に契約の相手方となるべき者がいな

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

８　随意契約による理由

　　市民サービスに影響を及ぼす恐れがあり緊急的に契約する必要があり，確実に履行できる

　のは，神戸市の庸車としての収集業務に従事・精通してきた当該相手方以外にはないため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第７４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随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の名称

　　家庭系燃えるごみ・コンテナ等収集運搬業務（Ｃ地区）
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６５３

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　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年３月１９日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　神戸市生活環境事業協同組合

　　　　理事長　藤定　孝光

　　神戸市兵庫区遠矢浜町５番８号

６　随意契約に係る契約金額

　　１８３，７５３，７９０円

７　契約の相手方を決定した手続

　　次項に規定する理由により，第５項に規定する者以外に契約の相手方となるべき者がいな

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

８　随意契約による理由

　　市民サービスに影響を及ぼす恐れがあり緊急的に契約する必要があり，確実に履行できる

　のは，神戸市の庸車としての収集業務に従事・精通してきた当該相手方以外にはないため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第７５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随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の名称

　　家庭系燃えるごみ・コンテナ等収集運搬業務（Ｄ地区）

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　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年３月１９日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　神戸市生活環境事業協同組合
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　　　　理事長　藤定　孝光

　　神戸市兵庫区遠矢浜町５番８号

６　随意契約に係る契約金額

　　１７５，６１３，７９０円

７　契約の相手方を決定した手続

　　次項に規定する理由により，第５項に規定する者以外に契約の相手方となるべき者がいな

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

８　随意契約による理由

　　市民サービスに影響を及ぼす恐れがあり緊急的に契約する必要があり，確実に履行できる

　のは，神戸市の庸車としての収集業務に従事・精通してきた当該相手方以外にはないため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第７６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随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の名称

　　一般廃棄物（し尿）収集運搬業務

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　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月１日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社吉岡清掃

　　　　代表取締役　吉岡　寛行

　　神戸市東灘区御影塚町１丁目４－３

６　随意契約に係る契約金額

　　４４，９８５，６００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に相当する価格に一番近い価格をも

　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

　　令和元年１２月１１日
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６５５

９　随意契約による理由

　　再度の入札に付して落札者がなかったため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第７７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随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の名称

　　蛍光管等収集運搬等業務

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　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月１日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　神戸市環境共栄事業協同組合

　　　　理事長　井上　吾郎

　　神戸市中央区東町１１６－１シティライフ三宮ビル５階

６　随意契約に係る契約金額

　　５９，７３０，０００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に相当する価格に一番近い価格をも

　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

　　令和元年１１月６日

９　随意契約による理由

　　再度の入札に付して落札者がなかったため。

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第７８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
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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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

　　神戸市立墓園管理作業

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１３日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社イノウエ

　　　　代表取締役　井上　吾郎

　　神戸市長田区東尻池町９丁目１番２０号

６　落札金額

　　７８，４０６，６７０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１月２９日

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第７９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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

　　布施畑環境センター選別処理等業務

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
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６５７

　　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

　　神戸整備重機株式会社

　　　　代表取締役　吉田　茂

　　神戸市兵庫区駅南通５丁目４番１５号

６　落札金額

　　２１８，０００，０００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

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第８０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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　神戸市共通基盤システムにかかるハード・ソフトウェア借上げ

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

　　日立キャピタル株式会社

　　　　支店長　和田　聰

　　大阪府大阪市淀川区宮原３－３－３１

６　落札金額

　　５，０２３，０００円（１月当たり単価）

７　契約の相手方を決定した手続
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　　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

―――――――――――――――――

神戸市公告第８１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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

　　令和２年度図書館資料の運搬・回収・仕分け業務

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

　　神戸運送自動車株式会社

　　　　専務取締役　三輪　幸司

　　神戸市垂水区下畑町字鷲ヶ尾３０３番地の２２

６　落札金額

　　３６，６００，０００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

―――――――――――――――――

神戸市公告第８２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

令和２年５月１２日   神  戸  市  公  報   第３６５７号６５８



６５９

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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　証明書発行用キオスク端末等借上及び運用保守業務

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

　　シャープファイナンス株式会社

　　　　支店長　岡田　拓洋

　　神戸市須磨区弥栄台３丁目１５番２

６　落札金額

　　６７４，０００円（１月当たり単価）

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第８３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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

　　いぶき明生支援学校スクールバス運行管理業務

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
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　　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

　　神鉄バス株式会社

　　　　代表取締役　中尾　浩

　　神戸市北区有野町唐櫃字山町１３９９番地の２

６　落札金額

　　６１，９２０，０００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

―――――――――――――――――

神戸市公告第８４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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

　　青陽須磨支援学校スクールバス運行管理業務

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

　　神鉄バス株式会社

　　　　代表取締役　中尾　浩

　　神戸市北区有野町唐櫃字山町１３９９番地の２

６　落札金額

　　７７，１６０，０００円

７　契約の相手方を決定した手続
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　　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

―――――――――――――――――

神戸市公告第８５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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

　　いぶき明生支援学校介護タクシー運行業務

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ＳＮＯＷ　ＰＬＵＭ

　　　　代表取締役社長　毛利　友紀

　　神戸市兵庫区駅前通４丁目１番３２号

６　落札金額

　　４１，９９３，７８１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

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第８６号

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

号）第１１条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び
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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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の名称

　　垂水管内一般街路灯（ＬＥＤ灯）設置単価契約業務（その１）

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　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年３月３１日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社日幸電商

　　　　代表取締役　日下　幸次郎

　　神戸市垂水区名谷町入野７４５番地の１

６　随意契約に係る契約金額

　　３３，６７６，２８０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に相当する価格に一番近い価格をも

　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３月４日

９　随意契約による理由

　　再度の入札に付し落札者がなかったため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第８７号

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

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

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の名称

　　垂水管内一般街路灯（ＬＥＤ灯）設置単価契約業務（その２）

２　数量

　　一式
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６６３

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　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年３月３１日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社日幸電商

　　　　代表取締役　日下　幸次郎

　　神戸市垂水区名谷町入野７４５番地の１

６　随意契約に係る契約金額

　　３１，３９６，８６０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に相当する価格に一番近い価格をも

　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３月４日

９　随意契約による理由

　　再度の入札に付し落札者がなかったため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第８８号

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

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

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の名称

　　西管内一般街路灯（ＬＥＤ灯）設置単価契約業務（その１）

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　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年３月３１日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　コガセ工業株式会社

　　　　代表取締役　福居　一道
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　　神戸市灘区新在家南町２丁目３番１５号

６　随意契約に係る契約金額

　　２２，１７１，７６５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に相当する価格に一番近い価格をも

　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３月４日

９　随意契約による理由

　　再度の入札に付し落札者がなかったため。　

―――――――――――――――――

神戸市公告第８９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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市立学校園電気調達（９月開始分）

　⑵　予定数量

　　　３２，８１７，２１４キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市立東灘小学校ほか１７７校

　⑷　納入期限

　　　令和２年９月１日から令和３年１２月３１日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（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。

２　入札方式

　　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。）を利用する電子

　入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由で

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受けてい
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　　ないこと。

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

　　続開始の決定がされている者，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　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

　　号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者，電気事業法第２条第１項第３号に規定す

　　る小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律 

　　（平成２６年法律第７２号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を

　　受けたものとみなされる者。ただし，電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気

　　事業者の登録申請が完了している者は，入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から，入札説明書に記載する基準を満た

　　すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

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，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及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年５月１３日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年５月１３日（水）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（以下「本市の休日」という。）

　　　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。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　交付方法

 無料交付
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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　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年５月１４日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年５月１５日（金）まで（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。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

  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２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和２年６月１６日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年６月１７日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年６月１７日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年６月１６

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和２年６月１９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１０　入札保証金
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　　規則第７条第２号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。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　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入したとき。

　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　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合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。）は全て無効にします。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。

　⒀　前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規則第１０条の規定

　により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

　なお，予定価格及び「入札書」に記載する金額は，取引に係る消費税及び地方消費税を含む

　ものとします。

１３　特定調達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。

１４　苦情の申出

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

　きます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年５月１５日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他
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　　この契約は，入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載され

　た単価に基づく単価契約とします。

１７　Summary 

　⑴　Contract Content : Electricity to use in Kobe City School (starting in 

　　September).

　⑵  Quantity : 32,817,214kWh

　⑶  Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. May 15, 2020.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. June 17, 2020.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho,

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第９０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２２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

　　　本庁舎清掃業務

　⑵　履行場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　本庁舎１号館，ＥＭ棟

　　　神戸市中央区江戸町９７－１　本庁舎４号館

　⑶　履行期間

　　　令和２年７月１日から令和５年６月３０日まで

　⑷　業務の概要

　　　入札説明書（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。

２　入札方式

　　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。）を利用する電子

　入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由で

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　第３号から第６号に掲げる入札参加資格は，審査の申請の受付期間の最終日までに満たす
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　ことが必要であり，第５号及び第６号に掲げる入札参加資格については，申請の受付期間の

　最終日から引き続き落札決定の日まで継続して満たしていることが必要です。

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

　⑶　過去に契約金額が２，０００万円以上の建物の清掃を実施した実績があること。

　⑷　直近の事業年度における売上額が２億円以上であること。

　⑸　建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１

　　項第１号又は第８号に掲げる事業の区分に従い，この契約を履行することとなる営業所が

　　同条の登録を受けていること。

　⑹　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者，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。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

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方法及び審査の通知の方法等については，

　入札説明書（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　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年５月１３日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

　　　　公告の日から令和２年５月１３日（水）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（以下「本市の休日」という。）

　　　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。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）　

 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２階
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　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

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　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年５月１４日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で１ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年５月１５日（金）まで（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。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

  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２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　　令和２年６月１５日（月）　午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　　令和２年６月１６日（火）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年６月１６日（火）午前１０時まで（郵便による入札については令和２年６月１５日

　　　（月）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　　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２階

　　ウ　提出方法

　　　　持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年６月１６日（火）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

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

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　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入したとき。

　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　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合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。）は全て無効にします。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。

　⑿　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　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，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，規則第１０条の規定により定めた予定価格（以下「予定価格」という。）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す。た

　だし，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項の規定により，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有効な入札を行った入

　札者の価格によっては，「低入札価格調査手続要綱」（平成８年１月２２日市長決定）に基づ

　き，他の入札者を落札者とすることがあります。

１３　苦情の申出

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

　ができます。

１４　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年５月１５日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな
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　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　共同企業体の結成　　

　　　この入札には，２社又は３社の自主結成による共同企業体を結成することにより，参加

　　することができます。ただし，共同企業体のすべての構成員が第３項各号に掲げる資格を

　　有していることが必要です。

１７　Summary 

　⑴　Contract Content : Cleaning Service of City Hall Buildings

  ⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. May 15, 2020. 

  ⑶　Deadline for submitting bids :10:00 A.M. June 16, 2020.

  ⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

    TEL 078-322-5159

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第９１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随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

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

す。

　　令和２年４月２２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造　

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　令和２年度税務オンラインシステム改修業務一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局税務部市民税課

　　神戸市長田区二葉町５丁目１番３２号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月１日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社日立製作所　神戸支店

　　　　支店長　本田　正昭

　　神戸市中央区雲井通７丁目１番１号

５　随意契約に係る契約金額

　　１９９，８５７，２４０円
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６７３

６　契約の相手方を決定した手続

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

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由

　　既に契約を締結した特定役務（以下「既契約特定役務」という。）につき，既契約特定役

　務に連接して提供を受ける同種の特定役務の調達をする場合であって，既契約特定役務の調

　達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約特定役務の便益を享受することに著しい支

　障が生ずるおそれがあるため。

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第９３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随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及

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

します。

　　令和２年５月１２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造　

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　生活保護システム・福祉情報システム等の再構築検討支援業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市福祉局くらし支援課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月１日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　ＩＴｂｏｏｋ株式会社

　　　　代表取締役社長　恩田　饒

　　東京都港区虎ノ門３丁目１番１号

５　随意契約に係る契約金額

　　４８，０５９，０００円

６　契約の相手方を決定した手続

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

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由

　　平成３０年１２月に実施した「生活保護システム・福祉情報システム等の再構築検討支援業務

　提案審査会」において，中長期に渡る支援計画等について高い総合評価を得て委託先として

　選定され，現状分析等に着手しているところであるため。

　　大規模かつ多岐に渡るシステムである生活保護システム及び福祉情報システムの再構築検

　討は，数年に渡るプロジェクトとなり，一貫した中長期計画の下で実施すべき不可分な業務
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　であるため。

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第９４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随意契約の相手方を決定したので，同令第１１条及び

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

す。

　　令和２年５月１２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の名称

　　神戸市国民健康保険システム運用保守業務一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市福祉局国保年金医療課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月１日

４　随意契約の相手方の住所及び氏名

　　神戸市国民健康保険システム運用保守業務共同事業体

　　共同事業体代表　富士通株式会社　神戸支社

　　　　支社長　古見　知康

　　神戸市中央区東川崎町１丁目７番４号

　　（ハーバーランドダイヤニッセイビル）

５　随意契約に係る契約金額

　　２４１，２４１，８８０円

６　契約の相手方を決定した手続

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

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由

　　特殊な技術に係る特定役務の調達をする場合であって，当該調達の相手方が特定されてい

　るため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第９５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随意契約の相手方を決定したので，同令第１１条及び

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

　　令和２年５月１２日
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６７５

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　産業廃棄物埋立処分業務

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市建設局下水道部経営管理課

　　神戸市中央区磯辺通３丁目１番７号コンコルディア神戸３階

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月１日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　大阪湾広域臨海環境整備センター

　　　　理事長　金澤　和夫

　　大阪市北区中之島２丁目２番２号

５　随意契約に係る契約金額

　　１ｔ当たり１０，１００円（税別）

６　契約の相手方を決定した手続

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

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由

　　他の特定役務をもって代替させることができない特殊な技術に係る特定役務の調達をする

　場合において，当該調達の相手方が特定されているため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第９６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随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及

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

します。

　　令和２年５月１２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造　

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　令和２年度　生活保護システムの保守業務一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市福祉局保護課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月１日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社野村総合研究所

　　　　代表取締役社長　此本　臣吾
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　　東京都千代田区大手町１丁目９番２号

５　随意契約に係る契約金額

　　８２，９３１，２００円

６　契約の相手方を決定した手続

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

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由

　　特殊な技術に係る特定役務の調達をする場合において，当該調達の相手方が特定されてい

　るため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第９７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随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

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

す。

　　令和２年５月１２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造　

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　法人市民税システム改修業務　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局税務部法人税務課

　　神戸市長田区二葉町５丁目１番３２号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月１日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社日立製作所　神戸支店

　　　　支店長　本田　正昭

　　神戸市中央区雲井通７丁目１番１号

５　随意契約に係る契約金額

　　３３，７００，０００円（うち消費税額３，０６３，６３６円）

６　契約の相手方を決定した手続

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

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由

　　既に契約を締結した特定役務（以下「既契約特定役務」という。）につき，既契約特定役

　務に連接して提供を受ける同種の特定役務の調達をする場合であって，既契約特定役務の調

　達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約特定役務の便益を享受することに著しい支

　障が生ずるおそれがあるため。
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  水  道  局  

神戸市水道公告第７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２２日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　口径２０㎜ 水道メーター（新調品）購入その２

　⑵　数量

　　　８，０００個

　⑶　納入場所

　　　神戸市長田区房王寺町３丁目１番１０号

　　　神戸市水道局西部センター　房王寺倉庫

　⑷　納入期限

　　　第１回目　令和２年８月１３日まで　２，０００個

　　　第２回目　令和２年８月２７日まで　２，０００個

　　　第３回目　令和２年９月３日まで　２，０００個

　　　第４回目　令和２年９月１７日まで　２，０００個

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（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。

２　入札方式

　　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。）を利用する電

　子入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由

　で希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　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。

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

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

　　ていないこと。

　⑶　当該物品又はこれと同等物品について相当数の納入実績があること。

　⑷　当該物品について，水道局の求めに応じて，アフターサービスを速やかに提供できると

　　認められること。

　⑸　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生
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　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達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（電話番号　０７８－３２２－５８８０）

　　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６階

５　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（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

６　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方法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。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年５月１３日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

　　　　公告の日から令和２年５月１３日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）　

 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２階

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　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　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　 公告の日の翌日から令和２年５月１４日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（土曜，日曜，休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。
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　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和２年５月１５日（金）まで（神戸市の休日を定める条例第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。）

　　イ　提出場所

　 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　 第１日目　　令和２年６月１５日（月）　午前９時から午後８時まで

　　 第２日目　　令和２年６月１６日（火）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年６月１６日（火）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年６月１５

　　　日（月）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　 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２階

　　ウ　提出方法

　　　　持参し，又は郵送すること。

１１　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年６月１６日（火）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１２　入札保証金
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　　規程第１２条の規定により免除します。

１３　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。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　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入したとき。

　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　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合には，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。）は全て無効にします。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。

　⑿　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。

１４　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，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，規程第９条第１項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す。

１５　特定調達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。

１６　本調達後において予定する調達（ただし，時期及び数量については変更することがありま

　す。）

　⑴　物品の名称

　　　口径２０㎜ 水道メーター（新調品）購入

　⑵　納入期限

　　　令和２年９月１８日から令和３年３月３１日まで

　⑶　数量

　　　２４，０００個

１７　苦情の申出

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

　ができます。

１８　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を
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　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年５月１５日（金）までに入札参加資格の審査の申請を行わない場合は，

　　当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１９　Summary 

　⑴　Contract Content : 20 mm Water Meter

　⑵　Quantity : 8,000 meters

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. 　May　15, 2020.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. Jun 16, 2020.

  ⑸  Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division,  Administration and Finance Bureau, City of Kobe, 6-5-1, Kano-cho,

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

  　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第８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２２日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　口径２０㎜ 水道メーター（修理品）その２

　⑵　数量

　　　１２，０００個

　⑶　納入場所

　　　神戸市長田区房王寺町３丁目１番１０号

　　　神戸市水道局西部センター　房王寺倉庫

　⑷　納入期限

　　　第１回目　令和２年８月２１日まで　２，０００個

　　　第２回目　令和２年８月２８日まで　２，０００個

　　　第３回目　令和２年９月１１日まで　２，０００個

　　　第４回目　令和２年９月２５日まで　２，０００個

　　　第５回目　令和２年１０月２日まで　２，０００個
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　　第６回目　令和２年１０月９日まで　　２，０００個

　⑸　業務の概要

　　　入札説明書（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。

２　入札方式

　　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。）を利用する電

　子入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由

　で希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　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。

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

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

　　ていないこと。

　⑶　当該物品又はこれと同等物品について相当数の納入実績があること。

　⑷　当該物品について，水道局の求めに応じて，アフターサービスを速やかに提供できると

　　認められること。

　⑸　経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

　　続開始の決定がされている者，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。

４　特定調達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（電話番号　０７８－３２２－５８８０）

　　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６階

５　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（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

６　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方法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。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年５月１３日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間
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　　　　公告の日から令和２年５月１３日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）　

 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２階

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　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　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　 公告の日の翌日から令和２年５月１４日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（土曜，日曜，休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間

　 公告の日の翌日から令和２年５月１５日（金）まで（神戸市の休日を定める条例第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。）

　　イ　提出場所

　 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 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２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　 第１日目　　令和２年６月１５日（月）　午前９時から午後８時まで

　　 第２日目　　令和２年６月１６日（火）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年６月１６日（火）　午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年６月
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　　　１５日（月）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　 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２階

　　ウ　提出方法

　　　　持参し，又は郵送すること。

１１　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年６月１６日（火）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　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２階

１２　入札保証金

　　規程第１２条の規定により免除します。

１３　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。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　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入したとき。

　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　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合には，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。）は全て無効にします。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。

　⑿　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。

１４　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，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，規程第９条第１項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
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　の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１５　特定調達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。

１６　本調達後において予定する調達（ただし，時期及び数量については変更することがありま

　す。）

　⑴　特定役務の名称

　　　口径２０㎜ 水道メーター（修理品）

　⑵　納入期限

　　　令和２年１０月１０日から令和３年３月３１日まで

　⑶　数量

　　　３６，０００個

１７　苦情の申出

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

　ができます。

１８　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年５月１５日（金）までに入札参加資格の審査の申請を行わない場合は，

　　当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１９　Summary 

　⑴　Contract Content : 20 mm Water Meter repairing

　⑵　Quantity : 12,000 meters

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. May 15, 2020.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. Jun 16, 2020.

  ⑸  Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division,  Administration and Finance Bureau, City of Kobe, 6-5-1, Kano-cho,

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

  　TEL 078-322-5159
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神戸市交通公告第８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条及び神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第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１７日

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

１　落札に係る特定役務の名称

　　令和２年度地下鉄車両廃車処理業務

２　履行場所

　　神戸市交通局　名谷車両基地

　　神戸市交通局が借用する作業場

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市交通局高速鉄道部地下鉄車両課

　　神戸市須磨区西落合２丁目３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

　　神戸市交通局総務課

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号

５　落札者を決定した日

　　令和２年２月１２日

６　落札者の氏名及び住所

　　株式会社オグラ

　　代表取締役　横川　博昭

　　大阪府大阪市西淀川区中島２丁目８番４号

７　落札金額

　　３９，０００，０００円

８　契約の相手方を決定した手続

　　規程第１０条の規定により定めた予定価格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２７条の５第１項において読み替える規程第４条の規定による公告を行った日

　　令和元年１２月２０日

―――――――――――――――――
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神戸市交通公告第７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条並びに神戸市交通局契約規程（昭和５１

年８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第２７条の５第１項において読み替える規程第４

条及び規程第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２２日

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

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　小型ノンステップバス

　⑵　数量

　　　３両

　⑶　納入場所

　　　神戸市交通局が指定する場所

　⑷　納入期間

　　　令和２年１２月２８日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（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。

２　入札方式

　　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。）を利用する電

　子入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由

　で希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　第３号及び第４号に掲げる入札参加資格については，審査の申請の受付期間の最終日まで

　に満たすことが必要であり，かつ，申請の受付期間の最終日から引き続き落札決定の日まで

　継続して満たしていることが必要です。

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

　　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　当該物品の納入後において，修理，点検その他のアフターサービスを本市の求めに応じ

　　て速やかに提供できると認められること。

４　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市交通局総務課（電話番号　０７８－９８４－０１０４）

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　御崎Ｕビル３階
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５　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（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

６　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

７　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

　　　公告の日から令和２年５月１３日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

　　　　公告の日から令和２年５月１３日（水）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（以下「本市の休日」という。）

　　　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。）

　　イ　交付場所

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）　

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　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　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の翌日から令和２年５月１４日（木）まで

 電子入札システムの稼働時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間

　 公告の日の翌日から令和２年５月１５日（金）まで（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。）

　　イ　提出場所
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 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２階

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

１０　入札書の提出期間等，提出場所及び提出方法

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　 第１日目　　令和２年６月１５日（月）　午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　　令和２年６月１６日（火）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年６月１６日（火）午前１０時まで（郵便による入札については，６月１５日（月）

　　　午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

１１　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年６月１６日（火）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

１２　入札保証金　

　　規程第７条第２号の規定により免除します。

１３　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。ただし，１～５号，８～１０号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　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。
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　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　入札者の資格のない者が入札をしたとき。

　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入したとき。

　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　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合には，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。）は全て無効にします。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。

　⑿　前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１４　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，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，規程第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す。

１５　特定調達契約の手続き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。

１６　その他

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年５月１５日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Small Non-step bus

　⑵　Quantity ： 3 buses

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids ： 5:00 P.M. May 15, 2020.  

　⑷　Deadline for submitting bids ： 10:00 A.M. June 16, 2020.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――
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神戸市交通公告第１０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条並びに神戸市交通局契約規程（昭和

５１年８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第２７条の５第１項において読み替える規程第

４条及び規程第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２２日

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

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　軽油の購入

　⑵　予定数量

　　　２，３５５キロリットル

　⑶　納入場所

　　　神戸市交通局魚崎営業所　　　神戸市東灘区魚崎浜町３２番２号

　　　神戸市交通局石屋川営業所　　神戸市灘区弓木町１丁目２番１号

　　　神戸市交通局中央営業所　　　神戸市中央区小野浜町７番６５号

　　　神戸市交通局松原営業所　　　神戸市兵庫区芦原通５丁目１番３１号

　　　神戸市交通局落合営業所　　　神戸市須磨区東落合１丁目１番５号

　　　神戸市交通局垂水営業所　　　神戸市垂水区本多聞３丁目１０番１号

　　　神戸市交通局西神営業所　　　神戸市西区竹の台１丁目４０７番２

　⑷　納入期間

　　　令和２年７月１日から令和２年９月３０日まで

　⑸　納入方法

　　　交通事業管理者が指定した日時に，指定した数量をローリー車で納入すること。

　⑹　物品の特質等

　　　入札説明書（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。

２　入札方式

　　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。）を利用する電子

　入札を原則とします。ただし，電子入札システムを利用する準備が間に合わない等の理由で

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から入札の日までの間

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

　　ないこと。

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

　　続開始の決定がされている者，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　直近の事業年度における売上高が５億円以上であること。
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　⑸　当該軽油を確実かつ充分に納入し得ること。

４　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市交通局総務課（電話番号　０７８－９８４－０１０４）

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　御崎Ｕビル３階

５　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（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　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２階

６　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

７　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

　　　公告の日から令和２年５月１３日（水）まで

　⑵　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札によ

　　り参加する者は入札説明書（電子入札用）を，紙入札により参加する者は入札説明書（紙

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

　　　　公告の日から令和２年５月１３日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　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　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　 公告の翌日から令和２年５月１４日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼働時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備のあるもの等の提出期間及び提出場所は下

　　　記⑵によります。
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　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間

 公告の日の翌日から令和２年５月１５日（金）まで（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。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

１０　入札書の提出期間等，提出場所及び提出方法

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　 第１日目　令和２年６月１５日（月）　午前９時から午後８時まで

　　 第２日目　令和２年６月１６日（火）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

　　 入札説明書による

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　　令和２年６月１６日（火）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年６月１５

　　　日（月）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

　　　 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　　 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

１１　開札の日時等

　⑴　開札日時

 令和２年６月１６日（火）午前１０時３０分から

　⑵　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

１２　入札保証金　

　　規程第７条第２号の規定により免除します。

１３　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。ただし，１～５号，８～１０号につ
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　いては，紙入札の場合に限ります。

　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　入札者の資格のない者が入札をしたとき。

　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入したとき。

　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　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

　　関係にある場合には，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。）は全て無効にします。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。

　⑿　前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１４　落札者の決定の方法

　⑴　入札は１リットル当たりの単価で行うものとし，落札者の決定は，規程第１０条の規定に

　　より定めた予定価格から軽油引取税を減じた額の１１０分の１００に相当する価格に軽油引取税

　　を加算した価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者としますので，

　　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価格から軽油引取税を減じた額の１１０分の１００に相当する価格に軽油引

　　取税を加算した価格を記載した入札書を提出すること。

　⑵　入札執行日（令和２年６月１６日）現在の軽油引取税率で入札すること。

１５　特定調達契約の手続き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。

１６　その他

　⑴　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は，当該入札に参

　　加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば，当該審査を

　　受けることができます。

　　　ただし，令和２年５月１５日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

　⑵　令和２年６月１６日現在の軽油引取税その他納入に係る公租公課（以下「軽油引取税等」

　　という。）の税率に基づいた額で契約を締結するものとします。また，契約締結後に軽油

　　引取税等に変更ある場合は，変更日以降の納入について別途変更契約を交わすものとしま

　　す。

　⑶　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１７　Summary
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　⑴　Contract Content : Gas Oil 

　⑵　Estimated quantity ：2,355 kl

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids ： 5:00 P.M. May 15, 2020. 

　⑷　Deadline for submitting bids ： 10:00 A.M. June 16, 2020.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe, 6-5-1, Kano-cho, 

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

  そ  の  他  

雲井通５丁目再開発株式会社公告第１号

　市街地再開発事業に関する都市計画について都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５５条第

４項の規定による公告があったので，同法第５７条第１項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年４月２０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雲井通５丁目再開発株式会社　鳥　居　聡

１　市街地再開発事業の種類及び名称

　　神戸国際港都建設計画第一種市街地再開発事業

　　神戸三宮雲井通５丁目地区第一種市街地再開発事業

２　都市計画法第５６条第１項の規定による申出及び同法第５７条第２項本文の規定による届出の

　　相手方の氏名及び住所

　　雲井通５丁目再開発株式会社

　　　　代表取締役　鳥居　聡

　　神戸市中央区雲井通５丁目３番１号

３　届出をすべき土地の所在

　　神戸市中央区雲井通５丁目３０１番

　　神戸市中央区雲井通５丁目３０２番

　　神戸市中央区雲井通５丁目３０３番

　　神戸市中央区雲井通５丁目３１７番

　　神戸市中央区雲井通５丁目３１８番

　　神戸市中央区雲井通５丁目３１９番

　　神戸市中央区雲井通５丁目３２４番
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