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  条     例  

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

こに公布する。

　　令和２年５月８日

     神戸市長　久　元　喜　造

神戸市条例第７号

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

　（国民健康保険条例の一部改正）

第１条　神戸市国民健康保険条例（昭和３５年１０月条例第２４号）の一部を次のように改正する。

　　第４条に次の１号を加える。

　　⑷　新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の２に規定

　　　する新型コロナウイルス感染症（以下単に「新型コロナウイルス感染症」という。）に

　　　感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給

　　第１０条の次に次の３条を加える。

　　（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金）

　第１０条の２　給与等（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与等をい

　　い，賞与（健康保険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の支

　　払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき（新型コロナウイ

　　ルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限

　　る。）は，その労務に服することができなくなつた日から起算して３日を経過した日から

　　労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日までの期間につ

　　いて，傷病手当金を支給する。

　２　傷病手当金の額は，１日につき，傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の

　　継続した３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額（その額に５円未満

　　の端数があるときは，これを切り捨て，５円以上１０円未満の端数があるときは，これを１０

　　円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する金額（その金額に５０銭未満の端数が

　　あるときは，これを切り捨て，５０銭以上１円未満の端数があるときは，これを１円に切り

　　上げるものとする。）とする。ただし，健康保険法第４０条第１項に規定する標準報酬月額

　　等級の最高等級の標準報酬月額の３０分の１に相当する金額の３分の２に相当する金額を超

　　えるときは，その金額とする。

　３　傷病手当金の支給期間は，その支給を始めた日から起算して１年６月を超えないものと

　　する。

　　（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整）

　第１０条の３　新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症

　　の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては，

　　これを受けることができる期間は，傷病手当金を支給しない。ただし，その受けることが

　　できる給与等の額が，前条第２項の規定により算定される額より少ないときは，その差額

　　を支給する。
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７５１

　第１０条の４　前条に規定する者が，新型コロナウイルス感染症に感染した場合において，そ

　　の受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき，その全額を受けること

　　ができなかつたときは傷病手当金の全額，その一部を受けることができなかつた場合にお

　　いてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給

　　する。ただし，同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは，その額を支

　　給額から控除する。

　２　前項の規定により市が支給した金額は，当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴

　　収する。

　　第１８条の２第１項中「（昭和４０年法律第３３号）」を削る。

　　第２３条の３第１項中「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第２項」を「所得税法第２８

　条第２項」に改め，「と，「所得税法（昭和４０年法律第３３号）」とあるのは「所得税法」」

　を削る。

　　附則第２項中「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第３５条第３項」を「所得税法第３５条第３

　項」に改め，「と，「所得税法（昭和４０年法律第３３号）」とあるのは「所得税法」」を削る。

　　（後期高齢者医療に関する条例の一部改正）

　第２条　神戸市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年３月条例第７０号）の一部を次のよう

　　に改正する。

　　第２条中第７号を第８号とし，第６号を第７号とし，第５号の次に次の１号を加える。

　　⑹　広域連合条例附則第５条から第７条までの規定による傷病手当金の支給に係る申請の

　　　受付

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，公布の日から施行する。

　（適用区分）

２　第１条の規定による改正後の神戸市国民健康保険条例第１０条の２から第１０条の４までの規

　定は，傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から規則で定める日までの間に属す

　る場合に適用することとする。

―――――――――――――――――

　神戸市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和２年５月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市条例第８号　　　　　　　　　　　　

　　　神戸市介護保険条例の一部を改正する条例

　神戸市介護保険条例（平成１２年３月条例第９８号）の一部を次のように改正する。

　第１９条に次の１項を加える。

２　市長は，前項の規定による徴収の猶予（以下「徴収の猶予」という。）をした場合におい

　て，当該徴収の猶予をした期間内に当該徴収の猶予をした金額を納付することができないや

　むを得ない理由があると認めるときは，当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき，その期

　間を延長することができる。ただし，その期間は，既にその者につき徴収の猶予をした期間
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　と合わせて１年を超えることができない。

　第２０条第１項中「前条に規定する」及び「（以下「徴収の猶予」という。）」を削る。

　第２２条第１項第１号中「第１９条後段」を「第１９条第１項後段」に改める。

　第２３条第２号中「第１９条第２号」を「第１９条第１項第２号」に改める。

　　　附　則

　この条例は，公布の日から施行し，この条例による改正後の神戸市介護保険条例の規定は，

令和２年２月１日から適用する。

　

  規     則  

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

第２項に規定する規則で定める日を定める規則をここに公布する。

　　令和２年５月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第９号

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

　　　附則第２項に規定する規則で定める日を定める規則

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

和２年５月条例第７号）附則第２項に規定する規則で定める日は，令和２年９月３０日とする。

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

　　

―――――――――――――――――

　神戸市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年５月１１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第１０号

　　　神戸市会計規則の一部を改正する規則

　神戸市会計規則（昭和３９年３月規則第８１号）の一部を次のように改正する。

　第４５条第１項に次の２号を加える。

　（３３）　新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関

　　する法律（令和２年法律第２５号）第４条第１項第１号に規定する給付金

　（３４）　新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関

　　する法律第４条第１項第２号に規定する給付金

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

　　

―――――――――――――――――
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７５３

　神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者選定委員会設置規則をここに公布する。

　　令和２年５月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第１１号

　　　神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者選定委員会設置規則

　（設置）

第１条　執行機関の附属機関に関する条例（昭和３１年１１月条例第３６号）第１条第２項の規定に

　基づき，神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者選定委員会（以下「委員会」という。）を設

　置する。

　（担任事務）

第２条　委員会は，市長の諮問に応じ，神戸市役所本庁舎２号館の再整備に係る事業者の選定

　に関する事項について調査審議する。

　（組織）

第３条　委員会は，委員１０人以内で組織する。

２　委員会に，特別の事項を調査審議させるため必要があるときは，臨時委員を置くことがで

　きる。

３　委員及び臨時委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱する。

　⑴　学識経験を有する者

　⑵　前号に掲げる者のほか，市長が特に必要があると認める者

　（任期）

第４条　委員の任期は，委嘱の日から令和４年４月３０日までとする。

２　臨時委員は，その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは，解

　嘱されるものとする。

　（委員長）

第５条　委員会に委員長を置き，委員の互選により選任する。

２　委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。

３　委員長に事故があるときは，あらかじめその指名する委員が，その職務を代理する。

　（議事）

第６条　委員会は，委員長が招集し，委員長がその議長となる。

２　委員会は，委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ，会議を開き，

　議決することができない。

３　委員会の議事は，委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決

　し，可否同数のときは，委員長の決するところによる。

　（意見の聴取等に関する協力の要請）

第７条　委員会は，必要があると認めるときは，第三者の出席及び意見の聴取並びに第三者か

　らの資料の提出に関し，協力を要請するものとする。

　（除斥）

第８条　議案について直接の利害関係を有する委員及び臨時委員は，その議事に加わることが

　できない。ただし，委員会の同意があるときは，会議に出席し，発言することができる。

　（会議の公開等）
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第９条　委員会の会議は，公開しない。ただし，委員の発議により，委員及び議事に関係のあ

　る臨時委員で会議に出席したものの過半数で議決したときは，この限りでない。

　（庶務）

第１０条　委員会の庶務は，都市局都心再整備本部都心再整備部都心三宮再整備課において処理

　する。

　（施行細目の委任）

第１１条　この規則に定めるもののほか，議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は，

　委員長が委員会に諮って定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，公布の日から施行する。

　（失効）

２　この規則は，令和４年４月３０日限り，その効力を失う。

  告     示  

神戸市告示第７６号

　令和２年４月１５日付け告示第４８号を廃止する。

　　令和２年５月７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７７号

　次の地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規

定により，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。    

　　令和２年５月１１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　幸陽町自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区幸陽町２丁目１１番地の６  

　⑶　代表者の氏名  

　　　後藤　實夫  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区幸陽町２丁目９番地の１４  
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７５５

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「松田　公一」を「後藤　實夫」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市北区幸陽町３丁目７番地の１１」を「神戸市北区幸陽町２丁目９番地の１４」に改

　　める。   

３　変更の年月日   

 令和２年４月５日   

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７８号

　次の地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規

定により，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。    

　　令和２年５月１１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　鳴子自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区鳴子１丁目１０番地の４  

　⑶　代表者の氏名  

　　　麦谷　千鶴  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区鳴子２丁目１３番地の９  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「西松　道夫」を「麦谷　千鶴」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市北区鳴子２丁目１０番地の５」を「神戸市北区鳴子２丁目１３番地の９」に改める。

３　変更の年月日   

　　令和２年４月１日   

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第７９号

　次の地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規

定により，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。    

　　令和２年５月１１日    
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     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　木見自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市西区押部谷町木見３４０番地  

　⑶　代表者の氏名  

　　　岸本　博行  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市西区押部谷町木見２８４番地  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「藤本　保明」を「岸本　博行」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市西区押部谷町木見１７１番地」を「神戸市西区押部谷町木見２８４番地」に改める。

３　変更の年月日   

　　令和２年４月１日   

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８０号

　次の地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規

定により，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。   

　　令和２年５月１１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　神戸北町桂木４丁目自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区桂木４丁目２番地の１００  

　⑶　代表者の氏名  

　　　村角　周樹  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区桂木４丁目２番地の１００  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　主たる事務所の所在地

　　　「神戸市北区桂木４丁目２番地の５３」を「神戸市北区桂木４丁目２番地の１００」に改め

　　る。

　⑵　代表者の氏名
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７５７

　　　「影山　和子」を「村角　周樹」に改める。

　⑶　代表者の住所

　　　「神戸市北区桂木４丁目２番地の５３」を「神戸市北区桂木４丁目２番地の１００」に改め

　　る。

３　変更の年月日   

　　令和２年４月１日 　

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８１号

　次の地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規

定により，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。    

　　令和２年５月１１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　日下部城南自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区道場町日下部１５６９番地  

　⑶　代表者の氏名  

　　　伊達　隆  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区道場町日下部１８１２番地の３  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「吉田　浩三」を「伊達　隆」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市北区道場町日下部１５４３番地」を「神戸市北区道場町日下部１８１２番地の３」に改

　　める。

３　変更の年月日   

　　令和２年４月１日   

―――――――――――――――――

神戸市告示第８２号

　次の地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規

定により，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。    

　　令和２年５月１１日    

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号



     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　ラビュー学園南小束台自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市垂水区小束台８６８番地の９７４  

　⑶　代表者の氏名  

　　　熊谷　洋  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市垂水区小束台８６８番地の１０８８  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「鈴木　順一」を「熊谷　洋」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市垂水区小束台８６８番地の１００４」を「神戸市垂水区小束台８６８番地の１０８８」に改め

　　る。   

３　変更の年月日   

　　令和２年４月５日   

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８３号

　次の地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規

定により，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。    

　　令和２年５月１１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　木幡自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市西区押部谷町木幡３６３番地の２  

　⑶　代表者の氏名  

　　　清政　勝司  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市西区押部谷町木幡３９８番地  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「岡本　稔男」を「清政　勝司」に改める。

　⑵　代表者の住所

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７５８



７５９

　　　「神戸市西区押部谷町木幡４２５番地」を「神戸市西区押部谷町木幡３９８番地」に改める。

３　変更の年月日   

　　令和２年４月１日   

　

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第８４号

　次の地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規

定により，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。    

　　令和２年５月１１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　ファミールタウン鈴蘭台自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区鈴蘭台西町４丁目１３番１号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　砂川　章  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区鈴蘭台西町４丁目９番６７号  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「小林　陽子」を「砂川　章」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市北区鈴蘭台西町４丁目１０番２７号」を「神戸市北区鈴蘭台西町４丁目９番６７号」

　　に改める。   

３　変更の年月日   

　　令和２年４月１９日   

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８５号

　次の地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規

定により，告示された事項に変更があったとして届出があったので，同条第１０項の規定により

次のとおり告示する。    

　　令和２年５月１１日  

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号



　　　桃山台自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市垂水区桃山台４丁目１番地の１２  

　⑶　代表者の氏名  

　　　小国　千鶴  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市垂水区桃山台４丁目６番地の７  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「佐藤　隆子」を「小国　千鶴」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市垂水区桃山台５丁目１番地の１５」を「神戸市垂水区桃山台４丁目６番地の７」

　　に改める。   

３　変更の年月日   

　　令和２年４月１日   

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８６号

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

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

規定により次のとおり告示する。

　　令和２年５月１２日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第８７号

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

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

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７６０

特定非営利活動法人Present Garden to法人名

高野　喜惠代表者

神戸市垂水区南多聞台１丁目５番１１号所在地

　この法人は，障害者に対して，社会参画促進や生活支援に関する事業を行う

と共に，障害者本人が幸福を感じながら社会に参画し，さらに貢献できること

を目指し，同時に障害者と市民の協働によって地域市民全体の生活が豊かにな

る社会の実現に寄与することを目的とする。

目的

５年間（令和２年７月２９日から令和７年７月２８日まで）有効期間



７６１

規定により次のとおり告示する。

　　令和２年５月１２日

     神戸市長　久　元　喜　造

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第８８号

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

１項の認定を行ったので，同法第４９条第２項の規定により次のとおり告示する。

　　令和２年５月１２日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第８９号

　神戸市立図書館条例施行規則（令和２年３月規則第９１号）附則第２項の規定により，市長が

行った行為とみなされた令和２年３月３１日付け神戸市教育委員会教育長告示第１３号に掲げる蔵

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

特定非営利活動法人まち・コミュニケーション法人名

宮定　章代表者

神戸市長田区御蔵通５丁目２１１番４号－１０１所在地

　この法人は，地域まちづくりの実践と学習及び交流事業を行う。「まちづく

り」「学びの場づくり」「交流の場づくり」を柱に事業を展開し，広く事業へ

の参加を呼びかけることで，多くの人がまちづくりに関わる機会を提供する。

まちづくりの現場で経験を重ねることで，主体的に行動し活躍できる人材を育

成し，豊かな地域社会の構築に寄与することを目的とする。

目的

５年間（令和２年２月３日から令和７年２月２日まで）有効期間

特定非営利活動法人海法人名

田中　立信代表者

神戸市兵庫区上沢通８丁目６番７号所在地

　この法人は，障害者に対して作業所の運営等障害者自立支援法に基づく地域

活動支援センター事業，障害福祉サービス事業を行い，地域の中で障害の有無

にかかわらず普通の生活を安心して送れる場と人として生き生きと働き，生活

を楽しめる場を提供するとともに障害者及び高齢者の中で生活支援を必要とす

る方に対して安否確認を兼ねた食事宅配サービスに関する事業を行い，障害者

及び高齢者の福祉の向上と権利保障に寄与することを目的とする。

目的

５年間（令和２年４月１３日から令和７年４月１２日まで）有効期間



書点検のための休館日の指定を取り消す。

　　令和２年５月１２日

　　　     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第９０号

　地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令第１６号）第１５８条第１項の規定により，垂水漁港

車両整理場に係る使用料の徴収事務を次の者に委託したので告示する。

　　令和２年５月１２日

     神戸市長　久　元　喜　造

　委託先住所：神戸市垂水区平磯３丁目１番１０号

　　　　氏名：神戸市漁業協同組合　代表理事組合長　福田　明弘

　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９１号

　地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令第１６号）第１５８条第１項の規定により，垂水漁港

岸壁・物揚場に係る使用料の徴収事務を次の者に委託したので告示する。

　　令和２年５月１２日

     神戸市長　久　元　喜　造

　委託先住所：神戸市垂水区平磯３丁目１番１０号

　　　　氏名：神戸市漁業協同組合　代表理事組合長　福田　明弘

　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９５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５月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７６２

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　海

理事長　田中　立信

神戸市兵庫区上沢通八丁目６－７

令和２年５月７日

（令和２年４月１３日から

令和７年４月１２日までに

２０２００００１



７６３

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第９６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５月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第９７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５月２６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，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

　　垂水自転車保管所

　　　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

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。

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

支出された寄附金）

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　Present Garden to

理事長　高野　喜惠

神戸市垂水区南多聞台１丁目５番１１号

令和２年５月７日

（令和２年７月２９日から

令和７年７月２８日までに

支出された寄附金）

２０２００００２



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９８号

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

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

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７６４

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

垂水区福田５丁目６番２０号

建設局垂水建設事務所

電話　７０７－０２３４

令和２年４月１日台

台

４

０

自転車

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

垂水区西舞子８丁目２０番

１９号

垂水保管所
台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年４月６日台

台

３

２

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

１

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年４月１０日台

台

２

２

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

塩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年４月１３日台

台

４

１

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年４月１６日台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年４月２０日台

台

３

２

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域



７６５

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５月２６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　三宮保管所及び湊町保管所

　　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

　　　　　（日曜日，祝日及び１２月２８日から１月４日を除く）

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

兵庫区湊川町２丁目１番１２号

建設局中部建設事務所

電話　５１１－０５１５令和２年４月２日

台

台

２７

３

自転車

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

中央区小野浜町３番地先

三宮保管所

台

台

８

１

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年４月６日

台

台

４１

４

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年４月９日

台

台

２１

１

自転車 

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１２

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１２

０

自転車 

原動機付自転車

春日野道駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年４月３０日
台

台

１１６

２

自転車 

原動機付自転車
中央区・兵庫区長期放置



　

―――――――――――――――――

神戸市告示第９９号

　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第１９条の８の規定に基

づく指定病院として下記の精神科病院を指定した。

　　令和２年５月２６日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７６６

令和２年４月３日

台

台

２０

０

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

兵庫区湊町１丁目３５

湊町保管所

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１８

０

自転車 

原動機付自転車

新開地駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２０

２

自転車 

原動機付自転車

湊川駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２２

１

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年４月７日

台

台

３７

０

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

指定年月日指定病床所在地医療機関の名称

令和２年４月１日１０床神戸市北区長尾町上津４６６３－３
医療法人寿栄会

有馬高原病院

令和２年４月１日１０床神戸市西区神出町小束野４８－５８
医療法人社団悠生会

雄岡病院

令和２年４月１日１０床神戸市西区岩岡町西脇８３８
医療法人社団東峰会

関西青少年サナトリューム

令和２年４月１日１０床神戸市西区神出町小束野９－９４
医療法人敬性会

神戸白鷺病院

令和２年４月１日１０床神戸市北区有野町有野１４９０
医療法人社団向陽会

向陽病院

令和２年４月１日１０床
神戸市西区伊川谷町潤和字横尾

２３８－４７５

医療法人実風会

新生病院

令和２年４月１日１０床神戸市西区押部谷町西盛５６６
公益財団法人復光会

垂水病院



７６７

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１００号

　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第３３条の７第１項の規

定に基づく応急入院指定病院として下記の精神科病院を指定した。

　　令和２年５月２６日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

令和２年４月１日１０床
神戸市兵庫区湊川町３丁目１３－

２０

医療法人尚生会

湊川病院

指定年月日指定病床所在地医療機関の名称

令和２年４月１日１床神戸市北区長尾町上津４６６３－３
医療法人寿栄会

有馬高原病院

令和２年４月１日１床神戸市西区神出町小束野４８－５８
医療法人社団悠生会

雄岡病院

令和２年４月１日１床神戸市西区岩岡町西脇８３８
医療法人社団東峰会

関西青少年サナトリューム

令和２年４月１日１床神戸市西区神出町小束野９－９４
医療法人敬性会

神戸白鷺病院

令和２年４月１日１床神戸市北区有野町有野１４９０
医療法人社団向陽会

向陽病院

令和２年４月１日１床
神戸市西区伊川谷町潤和字横尾

２３８－４７５

医療法人実風会

新生病院

令和２年４月１日１床神戸市西区押部谷町西盛５６６
公益財団法人復光会

垂水病院

令和２年４月１日１床
神戸市兵庫区湊川町３丁目１３－

２０

医療法人尚生会

湊川病院

令和２年４月１日１床
神戸市北区山田町上谷上字登り

尾３

兵庫県立ひょうごこころの

医療センター

令和２年４月１日１床神戸市中央区楠町７丁目５－２神戸大学医学部附属病院

令和２年４月１日１床
神戸市中央区港島南町２丁目１

－１

神戸市立医療センター中央

市民病院



神戸市告示第１０１号

　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第３３条の７第２項後段

の規定に基づく特例措置を採ることができる応急入院指定病院として下記の精神科病院を指定

した。

　　令和２年５月２６日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１０２号

　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律１２３号）第２１条第４項後段及び第

３３条第４項後段の規定に基づく特例措置を採ることができる特定病院として下記の精神科病院

を認定した。

　　令和２年５月２６日

     神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１０３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２７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６月９日まで一般の縦覧

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７６８

指定年月日所在地医療機関の名称

令和２年４月１日神戸市北区長尾町上津４６６３－３
医療法人寿栄会

有馬高原病院

令和２年４月１日神戸市西区岩岡町西脇８３８
医療法人社団東峰会

関西青少年サナトリューム

令和２年４月１日神戸市北区山田町上谷上字登り尾３
兵庫県立ひょうごこころの医

療センター

指定年月日所在地医療機関の名称

令和２年４月１日神戸市北区長尾町上津４６６３－３
医療法人寿栄会

有馬高原病院

令和２年４月１日神戸市西区神出町小束野４８－５８
医療法人社団悠生会

雄岡病院

令和２年４月１日神戸市西区岩岡町西脇８３８
医療法人社団東峰会

関西青少年サナトリューム

令和２年４月１日神戸市北区山田町上谷上字登り尾３
兵庫県立ひょうごこころの医

療センター



７６９

に供する。

　　令和２年５月２６日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１０４号

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

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

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

告示する。

　　令和２年５月２６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　魚崎浜保管所及び稗原保管所

　　　ア　月曜日から金曜日まで　　　　午後３時から午後７時まで

　　　イ　土曜日 　　　　　　　　　　午後１時から午後５時まで

　　　　　（日曜日，祝日及び１２月２８日から１月４日を除く）

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

最大 　１０．４０

最小　　９．１０

９４．８新神戸市西区櫨谷町栃木字赤

田井１８９番１地先から

神戸市西区櫨谷町栃木字赤

田井１３２番１地先まで

小部明石線県道

最大　　８．５０

最小　　８．３０

９４．８旧



別表

  公     告  

神戸市公告第９８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５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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７７０

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

東灘区御影塚町２丁目２７番２０号

建設局東部建設事務所

電話　８５４－２１９１

令和２年４月８日台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

阪急御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

９

３

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

灘駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

岩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年４月１０日台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

岡本駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

令和２年４月２８日台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車

灘区管内

自転車等長期放置

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

１０

０

自転車 

原動機付自転車

東灘区管内

自転車等長期放置

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

須磨体育館空調電気設備工事工 事 名

神戸市須磨区中島町１－２－２工事場所

令和２年９月３０日完成期限

須磨体育館空調設置に伴う電気設備工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般Ｂ又はＣ等級



７７１

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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　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５月８日（金）～５月１５日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

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



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９９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５月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７７２

令和２年５月２０日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

　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

東部市場第一加工場・関連事業所改修工事工 事 名

神戸市東灘区深江浜町１－１（神戸市中央卸売市場東部市場）工事場所

令和２年１１月３０日完成期限

内部改修工事，外構改修工事及びアスベスト除去工事工事概要



７７３

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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

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



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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７７４

令和２年５月８日（金）～５月１５日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

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

「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５月２０日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



７７５

神戸市公告第１００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５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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

駅南住宅耐震改修工事工 事 名

神戸市兵庫区駅南通４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。ただし，余裕期間

は工期の３０％かつ４ヶ月を超えない範囲とする。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２年１０月１５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）

完成期限

耐震改修工事，防水改修工事，塗装改修工事及びこれらに伴う設備改修工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７７６

　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５月８日（金）～５月１５日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

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

「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５月２０日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

方 法



７７７

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１０１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５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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

若宮住宅１～３号棟給排水管改修工事工 事 名

神戸市須磨区若宮町１丁目工事場所

令和３年２月５日完成期限

若宮住宅１～３号棟給排水管改修工事に伴う機械設備工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可

　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

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７７８

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

管一般の総合点数が９６０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５月８日（金）～５月２２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



７７９

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１０２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５月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

第１日目　令和２年５月２５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年５月２６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５月２７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

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



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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７８０

都通２丁目地区他汚水管改築更新工事工 事 名

神戸市灘区都通２丁目　他工事場所

令和３年１月２９日完成期限

管きょ更生工　φ２００㎜　Ｌ＝３．６５ｍ，φ２５０㎜　Ｌ＝６２０．７６ｍ，

管きょ工（開削）Ｋ１φ２５０㎜　Ｌ＝２７．８１ｍ，

マンホール工１式，取付管及びます工１式，付帯工１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　公益財団法人「日本下水道新技術機構」の建設技術審査証明を有す

　る管更生工法で，当該工事の全ての本管径に対応するいずれかの工法

　の使用が可能であること。また，配置予定技術者については，次の①

　及び②に該当する技術者とすること。

　　①上記工法に関する施工監理技術の研修又は講習を修了した者。

　　②下水道管路更生管理技士（一般社団法人　日本管路更生工法品質

　　確保協会），下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）（公益社

　　団法人　日本下水道管路管理業協会）又は，下水道管きょ更生施工

　　管理技士（一般社団法人　日本管更生技術協会）の資格を有する者。

⑷　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑸　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

その他



７８１

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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が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５月８日（金）～５月２２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５月２５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年５月２６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５月２７日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０３号

　標準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５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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７８２

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

ありの台小学校長寿命化改修他工事工 事 名

神戸市北区有野台５丁目２工事場所

令和４年１月２０日完成期限

１　管理棟，南棟，中棟，北棟　ＲＣ造　４階建　延べ面積　約６，６２０㎡　

　長寿命化改修工事　一式

２　昇降口棟，渡り廊下棟，ありのホール棟　Ｓ造　１～４階建　延べ面積約

　１，２１０㎡，体育倉庫棟　Ｓ造　１階建　延べ面積　約１６０㎡，その他　増築工

　事　一式

３　渡り廊下棟①，渡り廊下棟②　Ｓ造　２階建　延べ面積　約２００㎡，学校

　体育施設開放建物棟　ＲＣ造　１階建　延べ面積　約７０㎡，その他　解体撤

　去工事　一式

４　上記に伴う屋外付帯工事　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，標準型総合評価落札方式を適用する。そ の 他



７８３

３　総合評価に関する事項

４　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が６，０００万円以上となる場合は，特定建設業許

可を要します。

建設業の許可

建築一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級　　　

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日までの間に完成し，検査に

　　合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以上

　　であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

その他

　評価基準として，技術提案及び企業の施工能力等に係る評価項目及びその

配点を設定する。詳細は入札説明書による。
評 価 基 準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の技術提案等に係る加算点を加え

た技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同じ。）

で除す次式で得られた評価値により行う。　

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法



５　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出方法

７　入札の日時及び方法

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７８４

令和２年５月８日（金）～５月２９日（金）　

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８　号）第２条第１項各

　号に掲げる本市の休日　（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６月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月２日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「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

　原則，契約監理課への郵送による。やむをえず持参により提出する場合は，

下記持参による場合の日時に持参すること。
方 法

（郵送による場合）

令和２年６月２日（火）の午後５時までに，本市（本庁舎）に到着する文書の

直接の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。

（持参による場合）

第１日目　令和２年６月１日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年６月２日（火）午前９時～正午，午後１時～午後３時

日 時

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　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



７８５

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

　を決定する。

１１　入札保証金

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

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　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１０４号

　神戸市都市公園条例施行規則（昭和３３年３月規則第１１７号）第５条第４項の規定により，神

戸市立王子動物園及び王子公園駐車場を令和２年５月７日（木）から同年５月３１日（日）まで

共用を休止する。

　　令和２年５月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

　

―――――――――――――――――

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

令和２年６月１７日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

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１０５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

　　神戸市立中学校給食予約管理システムの提供及び保守・運用業務一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市教育委員会事務局学校支援部健康教育課

　　神戸市中央区東川崎町３丁目１番１号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年２月７日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　菜友・ニッセイコム共同企業体

　　　　代表者　杉本　香織（株式会社　菜友　代表取締役）

　　東京都品川区大井一丁目４７番地１号

５　随意契約に係る契約金額

　　７７，９６２，８１４円（税抜）

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１１０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５月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７８６

王子スポーツセンター非常用発電機更新他工事工 事 名

神戸市灘区青谷町１丁目１－１他工事場所

令和２年１１月３０日完成期限



７８７

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

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

①発電機設備改修工事

②王子スタジアム大型照明器具落下防止工事
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

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。

※　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



　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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７８８

令和２年５月１３日（水）～５月１９日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年５月２０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年５月２１日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年５月２２日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



７８９

神戸市公告第１１１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５月１３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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

西落合住宅２３８号棟他照明設備改修工事工 事 名

神戸市須磨区西落合４丁目工事場所

令和２年１１月２４日完成期限

住宅共用灯並びに駐車場照明及び防犯灯設備等の更新，集会所照明設備の更新工事概要

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

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

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　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。

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７９０

　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５月１３日（水）～５月１９日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年５月２０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年５月２１日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年５月２２日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



７９１

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１１２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５月１３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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９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

同朋住吉台こども園外壁他改修工事工 事 名

神戸市東灘区住吉台２５－７工事場所

令和２年９月３０日完成期限

屋上防水改修工事，外壁改修工事，建具改修工事，内装・塗装改修工事及び外

構改修工事
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７９２

　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５月１３日（水）～５月１９日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年５月２０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年５月２１日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年５月２２日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

方　　法



７９３

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１１３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５月１３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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

旧遊喜幼稚園屋根・外壁他改修工事工 事 名

神戸市東灘区住吉宮町１丁目８－８工事場所

令和２年９月３０日完成期限

屋根・屋上防水改修工事，外壁改修工事，建具改修工事，内装・塗装改修工事

及び外構改修工事
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｂ又はＣ等級



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７９４

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年５月１３日（水）～５月１９日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年５月２０日（水）午前９時～午後８時日 時



７９５

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１１４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５月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

第２日目　令和２年５月２１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５月２２日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

垂水管内公園施設改修工事（その２）工 事 名

神戸市垂水区西霞ヶ丘６丁目７　西霞ヶ丘公園工事場所

令和２年９月３０日　完成期限



２　入札に参加する者に必要な資格

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

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　０７８－３２２－５１４６・７）

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

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７９６

土工　一式，公園施設撤去工　一式，中低木移植工　一式，

雨水排水設備工　一式，園路広場整備工　一式，サービス施設整備工　一式，

管理施設整備工　一式，建築施設組立設置工　一式，　他

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

造園工事業に係る建設業の許可建設業の許可

造園一般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



７９７

　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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

令和２年５月１３日（水）～５月１９日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年５月２０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年５月２１日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年５月２２日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



神戸市公告第１１５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５月１３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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号７９８

深江南住宅１・２号棟給水管改修工事工 事 名

神戸市東灘区深江南町１丁目工事場所

令和３年３月２６日完成期限

深江南住宅１・２号棟の給水管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

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

　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

その他



７９９

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。

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

　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５月１３日（水）～５月２６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５月２７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年５月２８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５月２９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



　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１１６号

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

　　令和２年５月１３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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８００

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

西部処理場１・３号汚泥脱水機電気設備工事工 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１・３号汚泥脱水機機械設備工事

とともに必要な電気設備の改築更新を行うものである。

　１・３号汚泥脱水機電気設備工　　　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



８０１

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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

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

令和２年５月１３日（水）～５月２６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５月２７日（水）午前９時～午後８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１１７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５月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８０２

第２日目　令和２年５月２８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５月２９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

鉄拐山トンネル照明設備更新他電気設備工事工 事 名

神戸市須磨区西須磨青山～垂水区下畑口唐戸工事場所

令和３年３月３０日完成期限



８０３

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

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

照明設備更新に関わる材工試験調整の一切工事概要

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

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

電気一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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



　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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８０４

令和２年５月１３日（水）～５月２２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５月２５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年５月２６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５月２７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



８０５

神戸市公告第１１８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５月１３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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

①　星陵台舞子坂線街路築造工事（その４）

②　星陵台舞子坂線街路築造に伴う汚水管移設工事（その１）　＜合併入札＞
工 事 名

①　神戸市垂水区星陵台８丁目

②　神戸市垂水区星陵台８丁目他
工事場所

①　②　令和３年３月３１日　完成期限

①　道路土工（掘削計）８３０㎥，ブロック積　２１㎡，大型ブロック積　５㎡

　　舗装工　計３，３１５㎡，階段工　１式，排水構造物工　１式

　　路側工　１７ｍ，照明工　２２基，防護柵工　１式　他

②　管きょ工　開削φ２００㎜　Ｌ＝１１４．８０ｍ，φ２５０㎜　Ｌ＝１６０．３６ｍ

　　既設管撤去工　φ２５０㎜　Ｌ＝２３０．３０ｍ

　　マンホール工　一式，取付管及びます工　一式，付帯工　一式

工事概要

①　②　請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ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。

その他



３　総合評価に関する事項

４　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出方法

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８０６

　・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５月１３日（水）～５月２６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

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評 価 基 準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法



８０７

７　入札の日時及び方法

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

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

　補者を決定する。

１１　入札保証金

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

　定により免除します。

１２　入札の無効

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年５月２７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年５月２８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５月２７日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年５月２８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５月２９日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

令和２年６月５日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



　　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１１９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５月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　普通四輪貨物車キャブ付きシャーシ　Ａ

　⑵　数量

　　　１１台

　⑶　納入場所

　　　神戸市環境局の事業所及び施設

　⑷　納入期限

　　　令和３年３月３１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。

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。
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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
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　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。

　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　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２７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２７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

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２８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）
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　　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２９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２９日（月）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年６月３０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３０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２９

　　　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３０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

　　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。
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　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２９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　Summary

　⑴　Contract Content : 2t small size truck cab chassis for household refuse press

　　Compactor part1（Ａ）.

　⑵　Quantity : 11

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m．May 29, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. June 30, 2020.
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　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１２０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５月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　普通四輪貨物車キャブ付きシャーシ　Ｂ

　⑵　数量

　　　１０台

　⑶　納入場所

　　　神戸市環境局の事業所及び施設

　⑷　納入期限

　　　令和３年３月３１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。

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。

　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。
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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２７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２７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

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２８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２９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）
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  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２９日（月）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年６月３０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３０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２９

　　　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３０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

　　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。
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　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２９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　 Summary

　⑴　Contract Content : 2t small size truck cab chassis for household refuse press

　　Compactor part1（Ｂ）.

　⑵　Quantity : 10

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m．May 29, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. June 30, 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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　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５月１３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

　　　生物処理設備接触材支持架台購入

　⑵　数量

　　　一式

　⑶　納入場所

　　　神戸市環境局布施畑排水管理施設（西区伊川谷町布施畑字丸畑）

　⑷　納入期限

　　　令和３年３月２６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。

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
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　　　公告の日から令和２年５月２７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２７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

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２８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２９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２９日（月）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年６月３０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
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　　ア　提出期限

 令和２年６月３０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２９

　　　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３０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

　　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
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　　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２９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　Summary

　⑴　Contract Content : Support stand of contact material for biological treatment 

　　facility.

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. May 29, 2020.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. June 30, 2020. 

　⑷　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１２２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１３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る物品の名称及び調達の種類

　　布施畑環境センター破砕選別施設破砕機用付属部品購入

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

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号



　　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３日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）関西支店　　　　

　　　　支店長　久保井　努武

　　大阪府大阪市西区土佐堀１丁目３番２０号　三菱重工大阪ビル

６　随意契約に係る契約金額

　　３３，０００，０００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

　　布施畑環境センター破砕選別施設の破砕プラントは，三菱重工業（株）が設計・製作した

　もので，設備機器の交換部品である破砕機用付属部品は材質や形状，寸法等が既設品と完全

　一致しなければならない。現在，製造メーカである三菱重工業（株）は，破砕機及びその関

　連機器の部品販売・保守管理業務を行なっていないため，営業権及びアフターサービス関係

　の業務を製造メーカから引継いだ上記請負人からしか当該製品を購入することが出来ない。

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２３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５月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　東灘処理場　ポリ硫酸第二鉄溶液（高濃度品）購入

２　数量（予定）

　　１，６５０，０００キログラム

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３日

５　落札者の氏名及び住所

　　三豊化成株式会社

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８２０



８２１

　　　　代表取締役　小島　篤

　　神戸市中央区琴ノ緒町２丁目２番４号

６　落札金額

　　１キログラム当たり１８．９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１５日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２４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５月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　東灘処理場　脱水用高分子凝集剤購入

２　数量（予定）

　　１３０，０００キログラム

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３日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社神鋼環境ソリューション

　　　　取締役社長　粕屋　強

　　神戸市中央区脇浜町１丁目４番７８号

６　落札金額　

　　１キログラム当たり５１０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１５日

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号



―――――――――――――――――

神戸市公告第１２５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５月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　東灘処理場　次亜塩素酸ナトリウム溶液購入

２　数量（予定）

　　８１０，０００キログラム

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

　　令和年３月３日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社多次商店

　　　　代表取締役　多次　貞二

　　神戸市長田区菅原通２丁目４番地

６　落札金額

　　１キログラム当たり３８．２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１５日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２６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５月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８２２



８２３

　　西部処理場　ポリ硫酸第二鉄溶液（高濃度品）購入

２　数量（予定）

　　１，２５０，０００キログラム

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３日

５　落札者の氏名及び住所

　　双和化学産業株式会社

　　　　代表取締役　安田　宏

　　神戸市兵庫区芦原通１丁目２番２６号

６　落札金額

　　１キログラム当たり２１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１５日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２７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５月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　西部処理場　高分子凝集剤購入

２　数量（予定）

　　濃縮用１１，０００キログラム

　　脱水用４７，０００キログラム

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３日

５　落札者の氏名及び住所

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号



　　神鋼環境メンテナンス株式会社

　　　　代表取締役　山上　惠造

　　神戸市中央区磯上通２丁目２番２１号

６　落札金額

　　２９，１７４，０００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１月１５日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２８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５月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　垂水処理場　ポリ硫酸第二鉄溶液（高濃度品）購入

２　数量（予定）

　　１，７７３，０００キログラム

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３日

５　落札者の氏名及び住所

　　双和化学産業株式会社

　　　　代表取締役　安田　宏

　　神戸市兵庫区芦原通１丁目２番２６号

６　落札金額

　　１キログラム当たり２１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１５日

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８２４



８２５

―――――――――――――――――

　　　　

神戸市公告第１２９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５月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　垂水処理場　高分子凝集剤購入

２　数量（予定）

　　濃縮用１５，０００キログラム

　　脱水用９０，０００キログラム

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

　　令和年３月３日

５　落札者の氏名及び住所

　　大和化成株式会社

　　　　代表取締役　奥濱　良明

　　神戸市兵庫区下沢通２丁目１番１７号

６　落札金額

　　３５，３８５，０００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１月１５日

――――――――――――――――

神戸市公告第１３０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５月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号



１　落札に係る物品の名称

　　東クリーンセンター　高反応消石灰購入

２　数量（予定）

　　１，０５０，０００キログラム

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３日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社澤野商店　本社

　　　　取締役会長　澤野　直久

　　神戸市長田区二葉町１０丁目２番１９号

６　落札金額

　　１キログラム当たり３９．１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１５日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１３１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５月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　東クリーンセンター　集じん灰処理剤購入

２　数量（予定）

　　１６０，０００キログラム

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３日

５　落札者の氏名及び住所

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８２６



８２７

　　双和化学産業株式会社

　　　　代表取締役　安田　宏

　　神戸市兵庫区芦原通１丁目２番２６号

６　落札金額

　　１キログラム当たり２２８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１５日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１３２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５月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　港島クリーンセンター　高反応消石灰購入

２　数量（予定）

　　８８０，０００キログラム

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３日

５　落札者の氏名及び住所

　　三豊化成株式会社

　　　　代表取締役　小島　篤

　　神戸市中央区琴ノ緒町２丁目２番４号

６　落札金額

　　１キログラム当たり４０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１５日

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号



―――――――――――――――――

神戸市公告第１３３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５月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る物品の名称

　　港島クリーンセンター　集じん灰処理剤購入

２　数量（予定）

　　１５０，０００キログラム

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３日

５　落札者の氏名及び住所

　　大和化成株式会社

　　　　代表取締役　奥濱　良明

　　神戸市兵庫区下沢通２丁目１番１７号

６　落札金額

　　１キログラム当たり２１７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１５日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１３４号

　神戸市都市景観条例（昭和５３年１０月条例第５９号）第３１条の９第２項の規定に基づく協議の申

し出がありましたので，同条第４項の規定により次のとおり公告し，当該申し出に係る書面及

び図書の写しを都市局景観政策課窓口において一般の縦覧に供します。

　　令和２年５月１４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　景観建築行為予定者の氏名及び住所

　　関電不動産開発株式会社　代表取締役社長　勝田　達規
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　　大阪府大阪市北区中之島３丁目３番２３号

２　代理者および設計者の氏名，住所及び電話番号

　　（代理者）

　　　株式会社ＩＡＯ竹田設計　大阪第一事務所　矢川　修宏

　　　大阪府大阪市西区西本町１丁目４番１号　オリックス本町ビル５階

　　　０６－６５３２－８７７２

　　（設計者）

　　　同上

３　景観影響建築行為の概要

　⑴　所在及び地番　神戸市中央区北長狭通４丁目３番１０，３番１１，３番１２

　⑵　敷地面積　　　約　１，６８８　平方メートル

　⑶　建築面積　　　約　　７７３　平方メートル

　⑷　延べ面積　　　約　７，５１２　平方メートル

　⑸　高さ　　　　　約 　５８．３　メートル

　⑹　構造　　　　　鉄骨造・鉄筋コンクリート造

　⑺　階数　　　　　地上１８階

　⑻　建物用途　　　事務所・共同住宅

４　住民説明会を開催する日時及び場所

　　令和２年５月２２日（金）１３時００分から１４時００分

　　神戸市中央区北長狭通４丁目３番１０，３番１１，３番１２　兵庫県私学会館１階西側入口前

５　縦覧の期間

　　令和２年５月１４日から同年５月２７日まで

―――――――――――――――――

神戸市公告第１４５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２６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

　　神戸市共通基盤・統合宛名システム再構築業務　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市企画調整局情報化戦略部

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年３月２６日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所
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　　株式会社日立製作所

　　　　神戸支店長　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

　　２２７，１７２，０００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

　　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１４６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２６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

　　神戸市共通基盤システム運用・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

　　神戸市企画調整局情報化戦略部

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　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

　　３２，３１８，６４９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。
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――――――――――――――――

神戸市公告第１４７号

　次の開発区域（工区）の全部について開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法

（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により公告します。

　　令和２年５月２６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市西区池上１丁目１番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　大阪市住吉区長居東４丁目１１番４号

　　日経ホーム株式会社

　　　代表取締役　濱﨑　武蔵

３　許可番号

　　令和元年１１月２９日　第６９９７号

　　（変更許可　令和２年４月９日　第１３７０号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第１４８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２６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

　　福祉医療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

　　神戸市こども家庭局こども企画課

　　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　日立システムズ関西支社

　　　　執行役員　関西支社長　東　浩司

　　大阪市北区堂島浜１丁目２番１号

５　随意契約に係る契約金額

　　５６，４３６，６００円

６　契約の相手方を決定した手続
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　　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

　　既に契約をした特定役務（以下「既締結特定役務」という。）につき，既締結特定役務に

　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，既締結特定役務の調達の

　相手方以外の者から調達をしたならば既締結特定役務の便益を享受することに著しい支障が

　生じるおそれがあるため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第１４９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２６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

　　福祉情報システム及び介護保険認定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

　　神戸市保健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

　　株式会社野村総合研究所

　　　　代表取締役社長　此本　臣吾

　　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

　　１１７，４４０，４００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。

―――――――――――――――――
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神戸市公告第１５０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２６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

　　課税システムの運用保守業務一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局税務部税務課

　　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

　　　　神戸支店長　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

　　１８７，４８４，０００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

　　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１５１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２６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

　　課税システムの次期機器更新事前準備業務一式

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号



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

　　　　神戸支店長　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

　　４，９５０，０００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

　　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１５２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２６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

　　税収滞納システムの運用保守業務一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局税務部税務課

　　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

　　日本電気株式会社　神戸支社　

　　神戸支社長　中　田　洋　介

　　神戸市中央区東町１２６番地
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５　随意契約に係る契約金額

　　９８，８９０，４４０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。

　

  水  道  局  

　管理職手当の支給に関する規程等の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和２年５月７日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

神戸市水道管理規程第２号

　　　管理職手当の支給に関する規程等の一部を改正する規程

　（管理職手当の支給に関する規程の一部改正）　

第１条 管理職手当の支給に関する規程（昭和４１年１２月水道管理規程第１９号）の一部を次のよ

　うに改正する。

　　別表（第２条関係）を次のように改める。

　別表（第２条関係）

　　別表（第２条関係）備考の表を次のように改める。

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

２種甲担当局長

１種乙副局長　　

２種乙部長，センター所長（東部センター所長及び北センター

所長を除く），担当部長（管理者が定めるものに限る）

３種乙担当部長（２種のものを除く）

１種丙課長，担当課長，東部センター所長，北センター所長，

浄水管理センター所長，水質試験所長，センター副所長

　　　１３１，０００円２種甲

　　　１１７，０００円１種乙

　　　１１２，０００円２種

　　　　１０７，０００円３種

　　　　８９，０００円１種丙



　　別表（第２条関係）備考に次のように加える。

　　４　第２条に規定する職のうち，第２項の表に掲げられていない月額を定める特段の事情

　　　があると水道事業管理者が認める職にあつては，次の各号に掲げる額の範囲内で，水道

　　　事業管理者が別に定める額とする。

　　⑴　第２項の表の支給額の欄に掲げる区分にかかわらず，同表の月額欄に当該職に係る支

　　　給額及び支給区分欄に掲げる区分に応じた月額より一段高い区分があるときは，当該区

　　　分に掲げる月額未満の額。

　　⑵　第２項の表の支給額の欄に掲げる区分にかかわらず，同表の月額欄に当該職に係る支

　　　給額及び支給区分欄に掲げる区分に応じた月額より一段低い区分があるときは，当該区

　　　分に掲げる月額を超える額。

　（神戸市水道局企業職員の給与に関する規程の一部改正）

第２条　神戸市水道局企業職員の給与に関する規程（昭和３１年１１月水道管理規程第９号）の一

　部を次のように改正する。　

　　第１０条の２第４項，第１１条第７項及び第１１条の２第３項中「神戸市職員の給与に関する条

　例」を「神戸市職員の給与等に関する条例」に改める。

　　　附　則

　この管理規程は，公布の日から施行し，第１条の規定による改正後の管理職手当の支給に関

する規程の規定及び第２条の規定による改正後の神戸市水道局企業職員の給与に関する規程の

規定は，令和２年４月１日から適用する。

―――――――――――――――――

神戸市水道告示第２号

　神戸市指定給水装置工事事業者規程（平成１０年３月水道管理規程第１０号）第５条の規定によ

り次のとおり神戸市指定給水装置工事事業者を指定したので，同規程第１０条の規定により告示

する。

　　令和２年５月２６日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８３６

指定年月日
事　　　業　　　所事　　　業　　　者

所　在　地名　　称代表者所　在　地氏名又は名称

令和２年

４月３０日

神戸市須磨区多井畑字前所１－

２０３
小﨑設備　小﨑　歩　

神戸市須磨区多井畑字前所１－

２０３
小﨑設備

令和２年

４月３０日
東京都大田区池上８－５－２

株式会社生活水

道センター

代表取締役　

濱本　孝一
東京都大田区池上８－５－２

株式会社生活水

道センター

令和２年

４月３０日
摂津市東正雀２－３

株式会社永商興

産

代表取締役　

高原　紀夫
摂津市東正雀２－３

株式会社永商興

産

令和２年

４月３０日
堺市北区長曽根町１６７９－１株式会社ＵＫＳ

代表取締役　

上田　禎行
堺市北区長曽根町１６７９－１株式会社ＵＫＳ

令和２年

４月３０日

神戸市須磨区車字潰ノ下１０８８番地

４０８

株式会社エヌ・

テック・サービ

ス

代表取締役　

西本　雅英

神戸市須磨区車字潰ノ下１０８８番地

４０８

株式会社エヌ・

テック・サービ

ス
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―――――――――――――――――

神戸市水道公告第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５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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

東灘（本山中町）配水管取替工事その３工 事 名

神戸市東灘区本山中町３丁目，４丁目工事場所

令和４年１月３１日まで完成期限

布設：φ７５－１．５ｍ，φ１００－１７０８．３ｍ，φ１５０－２５７．７ｍ，φ２００－６．８ｍ，

　　　φ３００－１７２．５ｍ，φ７５（給水）－１８．２ｍ，φ１００（給水）－３．３ｍ

撤去：φ１００－４３．０ｍ，φ１５０－１６５３．９ｍ，φ２００－３７６．０ｍ，φ３００－７１．９ｍ，

　　　φ７５（給水）－１８．２ｍ，φ１００（給水）－３．３ｍ

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，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

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　

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８３８

　　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５月８日（金）～５月２２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５月２５日（月）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年５月２６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５月２７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方 法
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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５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

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

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」

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

西垂水第２高層配水場制御盤新設・移設工事工 事 名

神戸市垂水区学が丘３丁目４－１　西垂水第２高層配水場工事場所

令和３年３月５日完成期限

本工事は，西垂水第２高層配水場の電動弁盤，薬注ポンプ操作盤等を設置，更

新するもので，必要な盤類の製作，納入・据付，配線作業及び試験調整の全て

を含むものである。なお，本工事で製作する受配電盤，電動弁盤，薬注ポンプ

操作盤は自社製作品とする。

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



　　（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。

５　入札参加申込書の提出方法

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８４０

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　上水道施設において，入水制御設備（自社で製作した制御盤を用いた

ものに限る）の新設又は更新において，平成１７年度以降に元請として完

成させた施工実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。また，共

同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　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

　令和２年５月８日（金）～５月１９日（火）受付期間
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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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

　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。）

契約監理課提出場所

　第１日目　令和２年５月２０日（水）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年５月２１日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

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５月２２日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



神戸市水道公告第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５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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８４２

花山ポンプ場築造工事工 事 名

神戸市北区山田町上谷上字見山口（北神第２ずい道配水池花山接合井敷地内）工事場所

令和４年６月３０日完成期限

［建築工事］鉄筋コンクリート造　地下１階地上２階建て　

　　　　　　ポンプ場新築工事一式

［土木工事］ポンプ井築造工一式，配管工一式，場内整備工一式

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，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

建築工事業及び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

建築一般Ａ又は土木一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

その他



８４３

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９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５月８日（金）～５月２２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）

受付期間

契約監理課提出場所

　第１日目　令和２年５月２５日（月）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年５月２６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５月２７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。

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第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５月１３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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８４４

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（星和台２・３丁目他）配水管取替工事その２工 事 名

神戸市北区星和台２丁目，３丁目ほか工事場所

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）

完成期限

管布設延長：φ５０（ＰＥ）－１，１２８．４ｍ，φ７５（ＰＥ）－１２．０ｍ，φ７５－５１．８ｍ，

　　　　　　φ１００－３１４．２ｍ，φ１５０－１４１．３ｍ，φ２００－２．９ｍ，

　　　　　　φ３００－３９４．０ｍ

管撤去延長：φ７５－１．２ｍ，φ１００－８１０．８ｍ，φ１５０－４４５．１ｍ，φ２００－２．９ｍ，

　　　　　　φ３００－３９４．０ｍ

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，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



８４５

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。

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

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

　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



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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８４６

　令和２年５月１３日（水）～５月２６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５月２７日（水）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年５月２８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５月２９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



８４７

神戸市水道公告第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５月１３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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

長田（寺池町２丁目他）配水管取替工事工 事 名

神戸市長田区寺池町２丁目，片山町１～４丁目他工事場所

令和３年３月３１日まで完成期限

管布設延長（ｍ）：φ７５－３８１．６，φ１００－１９２．５，φ１５０－３９６．９，φ２００－０．９

管撤去延長（ｍ）：φ７５－２８．９，φ１００－３４０．１，φ１５０－５２９．６，φ２００－４８．０
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。

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

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８４８

　令和２年５月１３日（水）～５月２６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５月２７日（水）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年５月２８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５月２９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

　・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。



８４９

　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５月１３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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

西垂水第２高層配水場薬注室新築工事工 事 名

神戸市垂水区学ヶ丘３丁目４－１工事場所

令和２年１１月３０日完成期限

薬注室　鉄筋コンクリート造平屋建て　延床面積198.69㎡

屋外付帯工事一式

電気設備工事一式

機械設備工事一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

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

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



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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８５０

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

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５月１３日（水）～５月２６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５月２７日（水）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年５月２８日（木）午前９時～午後３時
日 時



８５１

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２３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５月１３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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

　令和２年５月２９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

工水（中部地区）ＰＩＰ工事その７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。）

３　総合評価に関する事項

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８５２

神戸市中央区旗塚通１～７丁目，宮本通５～７丁目，大日通５・６丁目工事場所

令和３年１１月３０日まで完成期限

布設：ＳＰ８００Ａ－８７５．６ｍ（ＰＩＰ），８．５ｍ（立坑），ＦＣＤφ８００－５．１ｍ（立坑），

　　　φ９００，φ８００－５．９ｍ（開削），φ６００～φ１５０－１００．５ｍ（開削）

撤去：３６”－１８．７ｍ（立坑），４．９ｍ（開削），φ５００～φ１５０－６５．６ｍ（開削）

工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，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

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

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。評 価 基 準



８５３

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　０７８－３２２－５１４６・７）

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　開札の日時及び方法　

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

詳細は入札説明書による。

　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

　第１日目　令和２年５月２７日（水）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年５月２８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５月２７日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年５月２８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５月１３日（水）～５月２６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）　

⑵　配置予定技術者届（様式第６号）　

※⑴⑵については全て電磁的記録により提出すること。

　※受付期間内に，⑴⑵の提出がない場合は入札を無効とします。

提出書類

　契約監理課提出場所



　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

　　入札価格が予定価格の制限の範囲内かつ，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

　候補者とし，落札を保留します。

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。

―――――――――――――――――

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８５４

　令和２年５月２９日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

令和２年６月５日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

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



８５５

神戸市水道公告第２５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５月１３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５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

浄水管理センター給湯設備改修工事工 事 名

神戸市兵庫区楠谷町３７－１　浄水管理センター工事場所

令和２年１２月２８日完成期限

給湯設備改修工事に伴う，機械・電気設備工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ｂ又はＣ

　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。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

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。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８５６

　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５月１３日（水）～５月１９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５月２０日（水）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年５月２１日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

　令和２年５月２２日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



８５７

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

  交  通  局  

　神戸市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定め

る

　　令和２年５月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

神戸市交通管理規程第２号

　　　神戸市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程

　神戸市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程（令和元年１２月交規程第１２号）の一部を

次のように改正する。

　第９条第１項中「第６号から第１０号まで，第１３号及び第１５号の規定に基づきその義務を免除

された場合，及び」を「第６号から第１３号まで，及び第１５号の規定に基づきその義務を免除さ

れた場合，並びに」に改める。

　　　附　則

　この規程は，公布の日から施行し，この規程による改正後の神戸市交通局会計年度任用職員

の給与に関する規程は，令和２年４月１日から適用する。

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第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５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

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９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

海岸線ずい道照明ＬＥＤ化工事その１工 事 名

海岸線　　自：神戸市中央区東川崎町１丁目（ハーバーランド駅）ＭＬ５７１０Ｍ

　　　　　至：神戸市中央区御幸通８丁目（三宮・花時計前駅）ＭＬ８０００Ｍ
工事場所

令和２年１０月３０日完成期限



２　入札に参加する者に必要な資格

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

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

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８５８

本工事は，海岸線　ハーバーランド駅～三宮・花時計前駅間のずい道照明を蛍

光灯器具からＬＥＤ器具に更新するものである。
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建設業の許可

　普通鉄道（ＪＲ・大手私鉄・公営鉄道）において，次に掲げる工事を

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。

　・営業運転中の鉄道路線において，ずい道内又は軌道上にある照明設

　　備又は電路設備の改修工事

　ただし，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。

施行実績

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



８５９

　　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

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号

　令和２年５月８日（金）～５月１５日（金）　

　紙書類の提出は，神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第

２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く午

前９時～正午，午後１時～午後５時

　（郵送の場合は書留郵便のみ受付可。受付最終日の午後５時までに契約監理

　課必着。）

受付期間

契約監理課提出場所

　第１日目　令和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。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５月２０日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無



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

  監 査 委 員  

　

監査公表第２号

　　令和２年５月８日

神戸市監査委員　　細　　川　　明　　子　

同　　　　　　　　藤　　原　　武　　光　

同　　　　　　　　山　　本　　嘉　　彦　

同　　　　　　　　河　　南　　ただかず　

監　　査　　公　　表

　地方自治法第２４２条第１項の規定により提出された住民監査請求（令和２年３月９日提出）

について，同条第４項の規定に基づき監査を行った結果を同項の規定に基づき別紙のとおり公

表します。

記

　　請求人　　Ａ　

令和２年５月２６日   神  戸  市  公  報   第３６５９号８６０




