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９３５

  告     示  

神戸市告示第１１２号

　令和２年度の神戸市の国民健康保険について，神戸市国民健康保険条例（昭和３５年１０月条例

第２４号）第１５条第１項及び第２項の規定により基礎賦課額の保険料率を次のとおり決定したの

で，同条第３項の規定により告示する。

　　令和２年５月２２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　所得割に係る基礎賦課額の保険料率

　　令和２年度の基礎控除後の総所得金額等の額に対し　　　８．８９％

２　被保険者均等割に係る基礎賦課額の保険料率

　　被保険者１人当たり　　　３５，３８０円

３　世帯別平等割に係る基礎賦課額の保険料率

　　１世帯当たり　　　　　　２４，５７０円

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１１３号

　令和２年度の神戸市の国民健康保険について，神戸市国民健康保険条例（昭和３５年１０月条例

第２４号。以下「条例」という。）第１５条の１０第１項及び同条第２項において準用する条例第１５

条第２項の規定により後期高齢者支援金等賦課額の保険料率を次のとおり決定したので，条例

第１５条の１０第２項において準用する条例第１５条第３項の規定により告示する。

　　令和２年５月２２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　所得割に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率

　　令和２年度の基礎控除後の総所得金額等の額に対し　　　３．２２％

２　被保険者均等割に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率

　　被保険者１人当たり　　　１２，５００円

３　世帯別平等割に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率

　　１世帯当たり　　　　　　 ８，６８０円

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１１４号

　令和２年度の神戸市の国民健康保険について，神戸市国民健康保険条例（昭和３５年１０月条例

第２４号。以下「条例」という。）第１５条の１９第１項及び同条第２項において準用する条例第１５

条第２項の規定により介護納付金賦課額の保険料率を次のとおり決定したので，条例第１５条の

１９第２項において準用する条例第１５条第３項の規定により告示する。

　　令和２年５月２２日

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号



     神戸市長　久　元　喜　造　

１　所得割に係る介護納付金賦課額の保険料率

　　介護納付金賦課被保険者に係る令和２年度の基礎控除後の総所得金額等の額に対し　　　

　　３．０８％

２　被保険者均等割に係る介護納付金賦課額の保険料率

　　介護納付金賦課被保険者１人当たり　　　１４，７８０円

３　世帯別平等割に係る介護納付金賦課額の保険料率

　　１世帯当たり　　　７，０６０円

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１１５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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第１１６号

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

ことができる文書の名称，使用公印の名称，様式及び書体並びに印影等の寸法を，同条第２項

の規定により，次のとおり告示する。

　　令和２年５月２５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号９３６

特定非営利活動法人神戸アイライト協会法人名

森　一成代表者

神戸市中央区神若通５丁目３番２６号　中山記念会館内所在地

　この法人は，兵庫県内の視覚障害者に対して，自立，社会参加と生活の向上

に関する事業を行い，視覚障害者福祉に寄与することを目的とする。
目的

５年間（令和２年５月２０日から令和７年５月１９日まで）有効期間

印影等の寸法

（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）

使　用　公　印
文　　　書　　　名

書体様式名　称

方１５隷書６２
行政機関の長

の印
生活保護法医療券・調剤券

方１５隷書６２
行政機関の長

の印
継続医療要否意見書



９３７

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１２２号

　土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき，特定有害物質によっ

て汚染されている区域を，次のとおり形質変更時要届出区域に指定する。

　　令和２年５月２７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造　

１　指定する区域

　　中央区東川崎町２丁目１４番の一部

　　（別図のとおり）

２　特定有害物質の名称

　　水銀及びその化合物，鉛及びその化合物　

 

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号

方１５隷書６２
行政機関の長

の印
生活保護法介護券

方１５隷書２市長の印

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律等　医療券・

調剤券

方１５隷書２市長の印
中国残留邦人等に対する支援給付対象様式　

継続医療要否意見書

方１５隷書２市長の印

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律等　介護券
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2

144,660,339 540,000 145,200,339 
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９４５

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第１３２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６月１０日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和２年６月２３日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年６月９日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１３３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

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１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　１４１．８０

最小 　５９．２０

５７．２０新神戸市北区淡河町淡河字弘法

垣６８１番８地先から

神戸市北区淡河町淡河字水井

７４１番３地先まで

三木三田線県道

最大　１１０．８０

最小 　５９．２０

５７．２０旧

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　間路線名

道路の

種類

最大 　４９．００

最小 　１８．００

５９０．００新神戸市北区有野町唐櫃字高田

４３１０番２地先から

神戸市北区有野町唐櫃字種池

２９９９番３地先まで

神戸三田線県道

最大 　１１．６０

最小　　６．００

５９０．００旧

最大 　１４．８０

最小　　４．００

６１．００新神戸市北区有野町唐櫃字高田

３３８９番２地先から

神戸市北区有野町唐櫃字ヲン

ドロ４２９８番２５地先まで

有野里３６４

号線

市道

１．００６１．００旧

　　１４．６０４４．８０新神戸市北区有野町唐櫃字種池

２９９８番２地先から

神戸市北区有野町唐櫃字種池

２９９９番３地先まで

有野里３０６

号線

最大　　８．００

最小　　６．６０

４４．８０旧



し，同条第２項の規定により，令和２年６月１０日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和２年６月２３日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年６月９日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１３４号

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

し，同条第２項の規定により，令和２年６月１０日からその供用を開始する。

　その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて，令和２年６月２３日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年６月９日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号９４６

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

１２．００３０．４０新神戸市北区甲栄台４丁目１４番

３８地先から

神戸市北区松宮台２丁目５８番

３地先まで

北鈴蘭台６１

号線

市道

９．５０３０．４０旧

１２．００７１．５０新神戸市北区甲栄台４丁目１４番

１３２地先から

神戸市北区甲栄台４丁目１４番

５７地先まで

北鈴蘭台６２

号線

８．７０７１．５０旧

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）
区　　　間路線名

道路の

種類

６．００１２２．２０神戸市北区甲栄台４丁目１４番１４１地

先から

神戸市北区甲栄台４丁目１４番１４９地

先まで

北鈴蘭台

１１１号線

市道

４．００１３．７０神戸市北区甲栄台４丁目１４番１３０地

先から

神戸市北区甲栄台４丁目１４番１２９地

先まで

北鈴蘭台

１１７号線



９４７

  公     告  

神戸市公告第１６０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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号

君影保育所外壁改修他工事工 事 名

神戸市北区君影町５丁目１－１７工事場所

令和２年１０月３０日完成期限

外壁・屋根改修他工事，内装改修工事及びこれらに伴う電気・機械設備工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　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６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号９４８

※　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２２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

「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６月３日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



９４９

　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１６１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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１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

布施畑環境センター排水管理施設生物処理設備改修電気工事工 事 名

神戸市西区伊川谷町布施畑字丸畑　神戸市環境局布施畑環境センター排水管理

施設
工事場所

令和４年３月３１日完成期限

本工事は，布施畑環境センター排水管理施設における生物処理設備を改修し，

施設の安定稼働を目的とした工事を実施するものである。

・生物処理設備における高圧受電盤，設備制御盤の新設

・ケーブルの敷設及び撤去

・既設中央操作盤及び低圧動力分電盤の改造

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。その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号９５０

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年５月２２日（金）～６月２日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年６月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月４日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

方 法
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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１６２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２２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号

入札説明書等によります。

令和２年６月５日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

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

布施畑環境センター排水管理施設生物処理設備改修機械工事工 事 名

神戸市西区伊川谷町布施畑字丸畑　神戸市環境局布施畑環境センター排水管理

施設
工事場所

令和４年３月３１日完成期限

本工事は，布施畑環境センター排水管理施設において生物処理設備を改修し，

施設の安定稼働を目的として実施するものである。

・生物処理設備（ＢＯＤ酸化槽，硝化槽，脱窒槽，再曝気槽）の改修

工事概要



２　入札に参加する者に必要な資格

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

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６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号９５２

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

機械器具設置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

　本工事と同程度の水処理設備（生物処理で処理水量６，５００ｍ３／日以

上）を，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

（水処理設備の納入先は問わない）。

　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。

登録業種

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
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　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号

令和２年５月２２日（金）～６月５日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年６月８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月９日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年６月１０日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

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。

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１６３号

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

条の６及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第４条の規

定により，次のとおり公告します。

　　令和２年５月２５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

　　飲料自動販売機設置場所（施設名，台数，屋内屋外の別，住所及び予定価格（最低月額賃

　料）別表のとおり）の貸し付け

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次の⑴～⑶の要件をすべて満たす法人又は個人に限り入札に参加することができます。

　⑴　次の①～③のいずれにも該当しない者であること

　　①　当該入札に係る契約を締結する能力を有しない

　　②　破産者で復権を得ない

　　③　国税及び神戸市税の未納がある

　⑵　次の①～⑥のいずれにも該当しない者（いずれかに該当する者であって，その事実があ

　　った後３年間経過した者を含む。）であること

　　①　競争入札又はせり売りにおいて，その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立

　　　を害し，若しくは不正の利益を得るために連合したとき

　　②　落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げたとき

　　③　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の

　　　実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき

　　④　正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき

　　⑤　落札したにもかかわらず正当な理由がなくて契約を締結しなかつたとき

　　⑥　①～⑤の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又

　　　は契約の履行に当たり代理人，支配人その他の使用人として使用したとき

　⑶　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号

　　に規定する暴力団員，役員若しくは実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等，

　　その他暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に非

　　難されるべき関係を有している者（神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱

　　（平成２２年５月２６日市長決定）第５条に該当する者）に該当しないこと

３　入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館１７階

　　神戸市行財政局資産活用課（電話番号　０７８－３２２－５１４２）

　　（以下「資産活用課」という。）

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号９５４
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４　入札の参加に関する要領の交付期間，交付場所及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　令和２年５月２５日（月）から令和２年６月５日（金）まで（神戸市の休日を定める条例

　　（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）午前９時か

　　ら午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　交付場所

　　　資産活用課

　⑶　交付方法

　　　無料交付

５　入札参加申込みの日時及び場所

　⑴　入札参加申込みの日時

　　　令和２年５月２５日（月）から令和２年６月５日（金）まで（神戸市の休日を定める条例

　　第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）午前９時から午後５時まで（正午から午

　　後１時までを除く。）

　⑵　入札参加申込みの場所

　　　資産活用課

　⑶　入札参加申込みに関する事項

　　　入札への参加は，上記５⑴の期間内に申込みをした者に限ります。

６　入札の日時，場所及び方法

　⑴　入札の日時

　　　令和２年６月１５日（月）から６月２４日（水）まで（神戸市の休日を定める条例第２条第

　　１項各号に掲げる本市の休日を除く。）午前９時から午後５時まで（正午から午後１時ま

　　でを除く。）

　⑵　入札の場所

　　　資産活用課

　⑶　入札の方法

　　　本市が交付する所定の入札書により入札すること（郵送又は持参すること。）。

７　開札の日時及び場所

　⑴　開札の日時

　　　令和２年７月１日（水）午前１０時００分より

　⑵　開札の場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　　神戸市役所本庁舎１号館７階　こども家庭局　中会議室

８　入札保証金に関する事項

　　入札保証金は，免除とします。

９　入札の無効に関する事項

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　「入札書」が所定の日時を過ぎて到着したとき

　⑵　「入札参加申込書兼誓約書」の提出がないとき

　⑶　最低月額賃料（予定価格）に達しない金額をもって入札したとき

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号



　⑷　「入札書」の金額その他主要な事項の記載が確認しがたいとき

　⑸　「入札書」に記名及び実印（委任している場合は受任者届出印）の押印がないとき

　⑹　「入札書」の金額の前に「￥」マークがないとき

　⑺　一つの入札に対して２通以上の「入札書」を提出したとき

　⑻　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

　⑼　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

　⑽　入札者の資格がない者が入札したとき

　⑾　本市から交付される｢入札書｣以外の用紙を使用して入札したとき

　⑿　鉛筆，シャープペンシルその他訂正の容易な筆記具により記入したとき

　⒀　「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

　⒁　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　本件契約の詳細については，実施要領で確認してください。

　⑵　落札者の決定の方法

　　　落札者は，規則第１０条の規定により定めた予定価格以上の価格のうち，最高の価格をも

　　って入札をした者とします。落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは，

　　直ちに，くじにより落札者を決定します。

　⑶　契約締結の手続

　　　契約の締結は，令和２年７月３１日（金）までに行います。

　⑷　入札の実施要領の内容は，神戸市ホームページで見ることができます。

　　　（http://www.city.kobe.lg.jp/jihanki/）

別表

―――――――――――――――――

神戸市公告第１６８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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号９５６

予定価格（最低

月額賃料）（円）
住所

屋内

屋外
台数施設名№

２，２００／台東灘区住吉東町５丁目２－１屋内１東灘消防署１

２，２００東灘区本山南町２丁目１２－７屋内１東灘消防署青木出張所２

１，３００北区ひよどり北町３－１屋外１市民防災総合センター３

１，３００北区山田町下谷上字中一里山１２－１屋外１鵯越墓園合葬墓４

２，２００長田区北町３丁目４－８屋内１長田消防署２５

２，２００長田区大橋町３丁目２－５屋内１長田消防署大橋出張所６



９５７

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６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号

月が丘１丁目地区他汚水管改良工事（その２）工 事 名

神戸市西区月が丘１丁目　他工事場所

令和２年１１月３０日完成期限

管きょ更生工φ２５０㎜　Ｌ＝２８６．１９ｍ，φ３５０㎜　Ｌ＝１９．０６ｍ

マンホール工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



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６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号９５８

　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２７日（水）～６月２日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年６月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月４日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年６月５日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



９５９

　　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１６９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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１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

枝吉地域福祉センター屋根・外壁他改修工事工 事 名

神戸市西区枝吉４丁目４８－４工事場所

令和２年９月３０日完成期限

外壁・屋根改修工事及びこれに伴う屋外付帯工事工事概要

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

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６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号９６０

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年５月２７日（水）～６月２日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年６月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月４日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法



９６１

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１７０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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号

令和２年６月５日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方　　法

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

星和台小・中学校外壁改修他工事工 事 名

神戸市北区星和台６－２１（星和台小学校）

神戸市北区星和台１－６（星和台中学校）
工事場所

令和２年１２月２１日完成期限

外壁改修工事一式，屋上防水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



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６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号９６２

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

建築一般の総合点数が１，０３０点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

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



９６３

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６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号

令和２年５月２７日（水）～６月９日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年６月１０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月１１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６月１２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



神戸市公告第１７１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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号９６４

中突堤地区歩道改良工事工 事 名

神戸市中央区波止場町工事場所

令和３年３月３１日まで完成期限

舗装工　１，６９７㎡，排水構造物工　２８１．６ｍ，縁石工　２１３ｍ，防護柵工　２５９ｍ工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ

　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

その他



９６５

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号

令和２年５月２７日（水）～６月９日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年６月１０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月１１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６月１２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

　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。



　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１７２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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号９６６

舞子駅前・舞子駅前（北）自転車駐車場改修工事工 事 名

神戸市垂水区東舞子町９－８，１０－１工事場所

令和２年１１月１１日完成期限

内外壁改修工事，塗装改修工事，仮設駐輪場整備工事，内部改修工事，及びこ

れらに伴う電気設備改修工事
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

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

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

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



９６７

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６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年５月２７日（水）～６月９日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年６月１０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年６月１１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



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１７３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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市役所本庁舎電気調達

　⑵　予定数量

　　　８，４１９，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市役所本庁舎

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号９６８

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年６月１２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
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　⑷　納入期限

　　　令和２年１０月１日から令和３年９月３０日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ないこと。

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

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

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

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

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

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

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

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

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

　　すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年６月１０日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付
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　　　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６月１０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６月１１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６月１２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７月１４日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年７月１５日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年７月１５日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年７月１４

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階
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　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和２年７月２２日（水）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，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

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

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

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

１２　落札者の決定の方法

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

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

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

　ものとします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。
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１４　苦情の申出

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

　きます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年６月１２日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

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

　た単価に基づく単価契約とします。

１７　 Summary 

　⑴  Contract Content : Electricity to use in Kobe City Hall.

　⑵　Quantity : 8,419,000kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 12, 2020.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 15, 2020.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１７４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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市環境局布施畑環境センター破砕選別施設電気調達

　⑵　予定数量

　　　１，８４８，０００キロワットアワー

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号９７２



９７３

　⑶　納入場所

　　　神戸市環境局布施畑環境センター破砕選別施設

　⑷　納入期限

　　　令和２年１０月１日から令和３年９月３０日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ないこと。

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

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

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

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

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

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

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

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

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

　　すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年６月１０日（水）まで

　⑵　交付方法

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

　　目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は
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　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年６月１０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６月１１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６月１２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７月１４日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年７月１５日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年７月１５日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年７月１４

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）
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 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和２年７月２２日（水）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，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

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

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

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

１２　落札者の決定の方法

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

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

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

　ものとします。
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１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　きます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年６月１２日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

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

　た単価に基づく単価契約とします。

１７　 Summary 

　⑴  Contract Content : Electricity to use in Fusehata Fragmented Waste Separation 

　　Facility.

　⑵　Quantity : 1,848,000kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 12, 2020.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 15, 2020.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159　

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１７５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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称
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　　　神戸市中央卸売市場本場電気調達

　⑵　予定数量

　　　１１，８９４，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市中央卸売市場本場

　⑷　納入期限

　　　令和２年１０月１日から令和３年９月３０日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ないこと。

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

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

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

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

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

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

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

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

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

　　すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年６月１０日（水）まで
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　⑵　交付方法

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

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

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年６月１０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６月１１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６月１２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７月１４日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年７月１５日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年７月１５日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年７月１４
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　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和２年７月２２日（水）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，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

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

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

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

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が，規則第１０条の規定
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　により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

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

　ものとします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　きます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年６月１２日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

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

　た単価に基づく単価契約とします。

１７　Summary 

　⑴  Contract Content : Electricity to use in Kobe City Central Wholesale Market.

　⑵　Quantity : 11,894,000kWh

　⑶  Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 12, 2020.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 15, 2020.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１７６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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造
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１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市建設局玉津処理場電気調達

　⑵　予定数量

　　　１６，６８０，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市建設局玉津処理場

　⑷　納入期限

　　　令和２年１０月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ないこと。

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

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

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

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

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

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

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

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

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

　　すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法
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　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年６月１０日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年６月１０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６月１１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６月１２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７月１４日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年７月１５日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合
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　　ア　提出期限

 令和２年７月１５日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年７月１４

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和２年７月２２日（水）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，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

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

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

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

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

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

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

　ものとします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　きます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年６月１２日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

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

　た単価に基づく単価契約とします。

１７　Summary 

　⑴  Contract Content : Electricity to use in Tamatsu Sewage Treatment Plant..

　⑵　Quantity : 16,680,000kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 12, 2020.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 15, 2020.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１７７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。
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　　令和２年５月２７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市西部処理場電気調達

　⑵　予定数量

　　　１２，９６１，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市建設局西部処理場

　⑷　納入期限

　　　令和２年１０月１日から令和３年９月３０日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ないこと。

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

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

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

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

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

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

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

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

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

　　すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付，審査の通知の方法等について
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　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年６月１０日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年６月１０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６月１１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６月１２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７月１４日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年７月１５日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法
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 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７月１５日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年７月１４

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和２年７月２２日（水）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，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

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

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す
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　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

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

１２　落札者の決定の方法

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

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

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

　ものとします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　きます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年６月１２日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

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

　た単価に基づく単価契約とします。

１７　Summary 

　⑴  Contract Content : Electricity to use in Seibu Sewage Treatment Plant.

　⑵　Quantity : 12,961,000kWh

　⑶  Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 12, 2020.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 15, 2020.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１７８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
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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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市環境局港島クリーンセンター電気調達

　⑵　予定数量

　　　４８４，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市環境局港島クリーンセンター

　⑷　納入期限

　　　令和２年１０月１日から令和３年９月３０日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ないこと。

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

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

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

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

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

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

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

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

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

　　すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階
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５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年６月１０日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年６月１０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６月１１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６月１２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７月１４日（火）　午前９時から午後８時まで
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 第２日目　　令和２年７月１５日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年７月１５日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年７月１４

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和２年７月２２日（水）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，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の
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　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

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

１２　落札者の決定の方法

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

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

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

　ものとします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　きます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年６月１２日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

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

　た単価に基づく単価契約とします。

１７　Summary 

　⑴  Contract Content : Electricity to use in Minatojima Clean Center.

　⑵　Quantity : 484,000kWh

　⑶  Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 12, 2020.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 15, 2020.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１７９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
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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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市環境局西クリーンセンター電気調達

　⑵　予定数量

　　　１，０７３，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市環境局西クリーンセンター

　⑷　納入期限

　　　令和２年１０月１日から令和３年９月３０日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ないこと。

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

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

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

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

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

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

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

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

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

　　すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）
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　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年６月１０日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年６月１０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６月１１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６月１２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
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　　ア　提出期間

 第１日目　　令和２年７月１４日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年７月１５日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年７月１５日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年７月１４

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和２年７月２２日（水）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，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。
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　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

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

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

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

１２　落札者の決定の方法

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

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

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

　ものとします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　きます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年６月１２日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

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

　た単価に基づく単価契約とします。

１７　 Summary 

　⑴  Contract Content : Electricity to use in Nishi Clean Center.

　⑵　Quantity : 1,073,000kWh

　⑶  Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 12, 2020.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 15, 2020.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――
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神戸市公告第１８０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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市環境局苅藻島クリーンセンター電気調達

　⑵　予定数量

　　　１，８１２，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市環境局苅藻島クリーンセンター

　⑷　納入期限

　　　令和２年１０月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ないこと。

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

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

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

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

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

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

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

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

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

　　すこと。
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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書の配付，審査の通知の方法等について

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年６月１０日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年６月１０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６月１１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６月１２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
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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７月１４日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年７月１５日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年７月１５日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年７月１４

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和２年７月２２日（水）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，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。
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　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

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

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

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

１２　落札者の決定の方法

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

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

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

　ものとします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　きます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年６月１２日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

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

　た単価に基づく単価契約とします。

１７　 Summary 

　⑴  Contract Content : Electricity to use in Karumojima Clean Center.

　⑵　Quantity : 1,812,000kWh

　⑶  Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 12, 2020.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 15, 2020.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159
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―――――――――――――――――

神戸市公告第１８１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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市東部環境センター電気調達

　⑵　予定数量

　　　４，２４７，７４０キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市東部環境センター

　⑷　納入期限

　　　令和２年１０月１日から令和３年９月３０日まで

　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ないこと。

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

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

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

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

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

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

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

　　する小売電気事業者の登録を受けること。
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　⑸　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から，入札説明書に記載する基準を満た

　　すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年６月１０日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年６月１０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６月１１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６月１２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）
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  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

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７月１４日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年７月１５日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年７月１５日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年７月１４

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和２年７月２２日（水）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，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。
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　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

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

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

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

１２　落札者の決定の方法

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

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

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

　ものとします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　きます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年６月１２日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

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

　た単価に基づく単価契約とします。

１７　 Summary 

　⑴  Contract Content : Electricity to use in Toubu Landfill Center.

　⑵　Quantity : 4,247,740kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 12, 2020.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 15, 2020.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１８２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２７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　ア　神戸市東灘区総合庁舎電気調達

　　イ　神戸市灘区総合庁舎電気調達

　　ウ　神戸市中央区総合庁舎電気調達

　　エ　神戸市兵庫区総合庁舎電気調達

　　オ　神戸市長田区総合庁舎電気調達

　　カ　神戸市須磨区総合庁舎電気調達

　　キ　神戸市西区総合庁舎電気調達

　　ただし，ア，イ，ウ，エ，オ，カ，キは合併入札とします。

　⑵　予定数量

　　ア　　９３１，０００キロワットアワー

　　イ　　７７８，４６３キロワットアワー

　　ウ　　６５０，５１６キロワットアワー

　　エ　　７５１，５２７キロワットアワー

　　オ　　８７１，０００キロワットアワー

　　カ　　４２４，９１２キロワットアワー

　　キ　　５１０，５９１キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　ア　神戸市東灘区総合庁舎

　　イ　神戸市灘区総合庁舎

　　ウ　神戸市中央区総合庁舎

　　エ　神戸市兵庫区総合庁舎

　　オ　神戸市長田区総合庁舎

　　カ　神戸市須磨区総合庁舎

　　キ　神戸市西区総合庁舎

　⑷　納入期限

　　　令和２年１０月１日から令和３年９月３０日まで
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　⑸　物品の特質等

　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

　　兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電子

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ないこと。

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

　　続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３ 

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

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

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

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

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

　　する小売電気事業者の登録を受けること。

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

　　すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年６月１０日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間
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 公告の日から令和２年６月１０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６月１１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６月１２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７月１４日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年７月１５日（水）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年７月１５日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年７月１４

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。
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９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和２年７月２２日（水）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，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

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

　　関係にある場合に該当する場合には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体

　　の代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当す

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

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

１２　落札者の決定の方法

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

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

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

　ものとします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号１００８



１００９

　きます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　　受けることができます。　　　　　

　　　ただし，令和２年６月１２日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

　　い場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　　ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

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

　た単価に基づく単価契約とします。

１７　 Summary 

　⑴  Contract Content : A Electricity to use in Higashinada Ward office.

  　                     B Electricity to use in Nada Ward office.

     　                  C Electricity to use in Chuo Ward office.

        　               D Electricity to use in Hyogo Ward office.

           　            E Electricity to use in Nagata Ward office.

              　         F Electricity to use in Suma Ward office.

                 　      G Electricity to use in Nishi Ward office.

　⑵　Quantity : A 　931,000kWh

 　　　　 B 　778,463kWh

                 C 　650,516kWh

                 D 　751,527kWh

                 E　 871,000kWh

                 F   424,912kWh

                 G 　510,591kWh

　⑶  Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 12, 2020.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 15, 2020.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１８３号

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

に掲げる土地につき農業振興地域の整備に関する法律施行令（昭和４４年政令第２５４号）第１０条
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第１項に規定する神戸農業振興地域整備計画に係る軽微な変更をしたので，同法第１３条第４項

において準用する同法第１２条第１項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年５月２８日

    神戸市　　　　　　　　　　　　　　

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

別図は省略する。

―――――――――――――――――

神戸市公告第１９９号

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

号）第４条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１１条及び

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

す。

　　令和２年６月９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

　　後期高齢者医療システムアプリケーション保守業務

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市福祉局国保年金医療課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号
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変更内容
土　　地　　の　　表　　示

面積地番字町区市

農業用施設用地

に用途区分を変

更する

１４９㎡２３３６番１菅谷下大沢町上大沢北神戸

農用地区域から

除外する

１，１５７のうち

１１４㎡

１９２７番のうち

別図１の斜線

部分

ヤグラ田淡河町淡河北神戸

農業用施設用地

に用途区分を変

更する

６３㎡６９２番西垣内押部谷町西盛西神戸

農用地区域から

除外する

１，３９９のうち

１３１．５２㎡

７８番２のうち

別図２の斜線

部分

長割神出町紫合西神戸

農地に用途区分

を変更する

８８２のうち

１９５㎡

２５９２番１のうち

別図３の斜線

部分

新池谷平野町印路西神戸



１０１１

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

　　　　支社長　中田　洋介

　　神戸市中央区東町１２６番地

５　随意契約に係る契約金額

　　３７，２２４，０００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２００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６月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　工事を完了した公共施設が存する開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　神戸市垂水区高丸１丁目９５９番１０２　のうち道路部分

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市中央区栄町通４丁目２番１３号

　　　和田興産株式会社

　　　代表取締役　髙島　武郎

３　許可番号

　　令和元年７月１６日　第６９６５号

　（変更許可　令和２年２月１３日　第１３６１号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第２０１号

　都市公園を設置するので，神戸市都市公園条例（昭和３３年３月条例第５４号）第３条の規定に

より，次のとおり公告します。

　　令和２年６月９日

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号



     神戸市長　久　元　喜　造　

１　設置する都市公園

　⑴　名称，位置及び区域

　⑵　供用開始の年月日

　　令和２年６月９日

―――――――――――――――――

神戸市公告第２０２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６月９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

　　固定資産税評価図異動更新業務一式

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固定資産税課

　　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５月１日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社パスコ神戸支店

　　　　支店長　大畑　仁

　　神戸市中央区磯上通４丁目１番６号

５　随意契約に係る契約金額

　　８３，３９１，０００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。

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号１０１２

区　　　域位　　　置　名　　称

神戸市建設局公園部管理課

備付けの図面のとおり
北区西大池　２丁目　　　西大池北小公園



１０１３

―――――――――――――――――

神戸市公告第２０３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６月９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

　　社会保障・税番号制度対応による福祉情報システム改修

　　（令和２年度）保守業務一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市福祉局くらし支援課

　　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

　　６９，９７３，２００円

６　契約の相手方を決定した手続

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

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由

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

　るため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第２０４号

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

号）第４条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１１条及び

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

す。

　　令和２年６月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の名称

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号



　　後期高齢者医療システムアプリケーションＯＳ更新業務

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市福祉局国保年金医療課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月１日

４　随意契約の相手方の住所及び氏名

　　日本電気　株式会社　神戸支社

　　　　支社長　中垣内　潤一

　　神戸市中央区東町１２６番地

５　随意契約に係る契約金額

　　５１，６０１，３３０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２０５号

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

号）第４条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１１条及び

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

す。

　　令和２年６月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る特定役務の名称

　　後期高齢者医療システムサーバ基盤・ＶＤＩ，ＯＳ更新業務

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市福祉局国保年金医療課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年４月１日

４　随意契約の相手方の住所及び氏名

　　ＴＩＳ株式会社　産業公共事業本部

　　　公共事業部長　　陀安　哲

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号１０１４



１０１５

　　大阪府大阪市北区堂島浜１－２－１

５　随意契約に係る契約金額

　　５７，９１５，０００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２０６号

　下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項の規定により，神戸国際港都建設計画神戸市

公共下水道事業計画を変更するにあたって，下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第３条

の規定により，当該事業計画の変更の案を次のとおり公告・縦覧します。

　　令和２年６月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　事業計画の名称

　　神戸国際港都建設計画　神戸市公共下水道事業計画

２　事業計画の変更内容

　⑴　予定処理区域調書の変更

　⑵　吐口調書の変更

　⑶　管渠調書の変更

　⑷　処理施設の敷地内の主要な施設の変更

　⑸　ポンプ施設調書の変更

　⑹　ポンプ施設の敷地内の主要な施設の変更

３　工事の着手及び完成予定年月日

　⑴　着手年月日

　　　昭和２６年４月１日

　⑵　完成予定年月日

　　　令和７年３月３１日

４　事業計画の縦覧場所

　　神戸市中央区磯辺通３丁目１番７号コンコルディア神戸３Ｆ

　　神戸市建設局下水道部計画課

５　縦覧期間

　　令和２年６月９日から令和２年６月２３日まで

　　（ただし，休日及び土曜日，日曜日を除く８時４５分から１７時３０分の間）　

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号



―――――――――――――――――

神戸市公告第２０７号

　神戸市港湾施設条例（昭和４８年４月１日条例第１３号）（以下，「条例」という）第２条に定

める神戸港港湾施設において，条例１９条に規定する市長の許可を得ずに駐車し物件を放置する

禁止行為があったため，港湾法（昭和２５年法律第２１８号）（以下「法」という。）第５６条の４

第１項に基づき物件の撤去を命ずる。所有者，占有者その他権原を有する者（以下，「所有者

等」という）が確知できなかったため，法第５６条の４第２項に基づき公告する。なお，撤去予

定日までに物件が撤去されない場合は，法第５６条の４第２項に基づき物件を撤去する。

　　令和２年６月９日　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　講ずべき措置の内容

　　別表１に掲げる工作物等の撤去

２　当該物件が駐車又は放置されていた場所

　　神戸市東灘区向洋町西２丁目　地先

　　（六甲アイランド北西部，ＲＩ西２号　臨港道路上）

３　撤去予定日

　　令和２年７月１５日

４　港湾管理者による監督処分

　　所有者等が当該措置を講じないときは，法第５６条の４第２項の規定により，港湾管理者ま

　たはその命じたもの若しくは委任した者が当該措置を行う。その場合，同条第８項の規定に

　より，撤去，保管その他の措置に要した費用は当該措置を命ずべき者の負担とする。

５　返還手続き

　　当該物件の鍵など，その他所有者等であることを証する物を提示しなければならない。ま

　た，所有権等の権原を有することを証する書面を神戸市港湾局神戸港管理事務所に提出する

　こと。

６　問い合わせ先

　　神戸市港湾局神戸港管理事務所　（ポートアイランドビル６階）

　　電話　０７８－３０４－２５０２

別表１

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号１０１６

撤去する物件の名称，種類，形状及び数量

数　量形　　状車体色および参考事項車　名
自動車

車両ナンバー

１後部シャーシエンジ色，荷台付き不　明
大阪１１　け

４７－５１



１０１７

  水  道  局  

神戸市水道公告第２６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２２日

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

１　入札に付する事項

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６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号

東灘（住吉宮町３丁目他）配水管取替工事その２工 事 名

神戸市東灘区住吉宮町３丁目，６丁目工事場所

令和４年１月３１日　まで　完成期限

布設：φ７５－７４．３ｍ，φ１００－８６６．１ｍ，φ１５０－８．０ｍ，φ２００－７．２ｍ，

　　　φ３００－６２０．５ｍ，φ７５（給水）－６．９ｍ

撤去：φ１００－３３７．８ｍ，φ１５０－６０３．１ｍ，φ２００－６．９ｍ，φ３００－６２０．９ｍ，

　　　φ７５（給水）－６．９ｍ

工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

　水道管開削工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成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

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６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号１０１８

　　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２２日（金）～６月５日（金）　

　※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各

号に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

　第１日目　令和２年６月８日（月）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年６月９日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

令和２年６月１０日（水）午前１０時３０分日 時



１０１９

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３０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２７日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号

　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」

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

長峰山特１高層配水場土砂災害対策工事工 事 名

神戸市灘区長峰台１丁目１０４１－１０工事場所

令和３年３月３１日完成期限

既設フェンス撤去・復旧１２．０ｍ，植栽撤去工一式，土工一式，法面工８３３㎡，

崩壊土砂防止柵（Ｈ＝２．０ｍ）２５．０ｍ，崩壊土砂防止柵（Ｈ＝４．０ｍ）１７．０ｍ，

側溝工１２．０ｍ，土砂止めフェンス工２６．０ｍ

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



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６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号１０２０

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建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「法面処理」を登録業

種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　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２７日（水）～６月９日（火）

　※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各

号に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

後８時）

受付時間

契約監理課提出場所



１０２１

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６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号

　第１日目　令和２年６月１０日（水）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年６月１１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６月１２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



  交  通  局  

神戸市交通公告第１４号

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

　　令和２年５月２２日

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

１　入札に付する事項

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６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号１０２２

名谷車両基地車両整備工場改修他工事工 事 名

神戸市須磨区西落合２丁目３番１号工事場所

令和３年９月２４日完成期限

車両整備工場内装改修工事一式，天井改修工事一式及び機械基礎新設一式，並

びにそれらに伴う電気設備改修工事一式及び機械設備改修工事一式
工事概要

初年度に，全体の請負金額の４割以内を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ

　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

その他



１０２３

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

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号

　　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２２日（金）～６月５日（金）　

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所

　第１日目　令和２年６月８日（月）午前９時～午後８時

　第２日目　令和２年６月９日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

　令和２年６月１０日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



　す。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第１５号

　次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので，仕様書案に対する意見を招請します。

　　令和２年５月２６日

神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

１　調達内容

　⑴　案件名及び数量

　　　輪軸超音波探傷装置　一式

２　意見の提出方法

　⑴　意見の提出期限

　　　令和２年６月２３日１７時３０分（郵送の場合は必着のこと。）

　⑵　提出先

　　　〒６５４－０１５５

　　　兵庫県神戸市須磨区西落合２丁目３番１号

　　　交通局高速鉄道部地下鉄車両課

　　　電話番号　０７８－７９１－６５８２

　⑶　その他

　　　言語は日本語を使用のこと。

３　仕様書の交付

　⑴　交付期間

　　　令和２年５月２６日から令和２年６月２３日まで。

　⑵　交付場所

　　　上記２⑵に同じ。

４　Summary

令和２年６月９日   神  戸  市  公  報   第３６６１号１０２４

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



１０２５

　⑴　Nature and quantity of the products to be purchased：Wheelset ultrasonic flaw 

　　detector, １ set.

　⑵　Time-limit for the submission of comments：5:00p.m. June 23rd , 2020

　⑶　Contact point for the notice：Rolling Stock Division, Rapid Transit Railway 

　　Service Department, Transportation Bureau, City of Kobe, ２-３-１, Nishiochiai, 

　　Suma-ku, Kobe 654-0155, japan　TEL：078-791-6582

  教 育 委 員 会  

　神戸市立小学校，中学校及び義務教育学校の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則

をここに公布する。

　　令和２年５月２２日

神戸市教育委員会　　　　

教育長　長　田　　　淳　

神戸市教育委員会規則第２号

　　　神戸市立小学校，中学校及び義務教育学校の管理運営に関する規則等の一部を改正する

　　　規則

　（市立小学校，中学校及び義務教育学校の管理運営に関する規則の一部改正）

第１条　神戸市立小学校，中学校及び義務教育学校の管理運営に関する規則（平成１５年２月教

　育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

　　附則を附則第１項とし，同項に見出しとして「（施行期日）」を付し，附則に次の１項を

　加える。

　　（令和２年度における休業日の特例措置）

　２　令和２年度における第５条第１項第４号の休業日については，同号の規定にかかわらず，

　　次のとおりとする。

　　⑷　夏季休業日

　　　ア　小学校・義務教育学校前期課程　７月２３日から８月１７日まで

　　　イ　中学校・義務教育学校後期課程　８月１日から８月１７日まで

３　令和２年度における第５条第１項第５号の休業日については，同号中「１２月２６日から１月

　６日まで」とあるのは，「１２月２６日から１月５日まで」とする。

　（市立高等学校学則の一部改正）

第２条　神戸市立高等学校学則（昭和４３年３月教育委員会規則第１４号）の一部を次のように改

　正する。

　　附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付し，附則第２項に見出しとして「（市立

　高等学校学則準則等の廃止）」を付し，附則に次の１項を加える。

　　（令和２年度における休業日の特例措置）

　３　令和２年度における第５条第１項の休業日については，同項第４号中「７月２１日から８

　　月３１日まで」とあるのは「８月１日から８月１７日まで」と，同項第５号中「１２月２５日から
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　　１月７日まで」とあるのは「１２月２６日から１月５日まで」とする。

　（市立幼稚園園則の一部改正）

第３条　神戸市立幼稚園園則（昭和２３年１２月教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正

　する。

　　附則を附則第１項とし，同項に見出しとして「（施行期日）」を付し，附則に次の１項を

　加える。

　　（令和２年度における休業日の特例措置）

　２　令和２年度における第８条第１項の休業日については，同項第４号中「７月２１日から８

　　月３１日まで」とあるのは「７月２２日から８月２３日まで」と，同項第５号中「１２月２５日から

　　１月８日まで」とあるのは「１２月２５日から１月７日まで」とする。

　（市立特別支援学校学則の一部改正）

第４条　神戸市立特別支援学校学則（平成１９年３月教育委員会規則第７号）の一部を次のよう

　に改正する。

　　附則に次の１項を加える。

　　（令和２年度における休業日の特例措置）

　４　令和２年度における第５条第１項の休業日については，同項第４号中「７月２２日から８

　　月３１日まで」とあるのは「７月２３日から８月１７日まで」と，同項第５号中「１２月２６日から

　　１月６日まで」とあるのは「１２月２６日から１月５日まで」とする。

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

―――――――――――――――――

　神戸市指導力向上審査委員会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２６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市教育委員会　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長　長　田　　　淳　

神戸市教育委員会規則第３号

　　　神戸市指導力向上審査委員会規則の一部を改正する規則

　神戸市指導力向上審査委員会規則（平成２５年３月教育委員会規則第１０号）の一部を次のよう

に改正する。

　第３条第２項中「第２５条の２第５項」を「第２５条第５項」に改める。

　　　附　則

　この規則は，公布の日から施行する。
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１０２７

 監 査 委 員 

監査公表第３号

　　令和２年６月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市監査委員　　　細　　川　　明　　子　

　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　藤　　原　　武　　光　

　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　山　　本　　嘉　　彦　

同　　　　　　　　　河　　南　　ただかず　

監　　査　　公　　表

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

同条第９項の規定により下記の内容について別紙のとおりその結果に関する報告を令和２年５

月２２日に提出したので，公表します。

記

 令和元年度財務定期監査（３）

　　行財政局税務部，保健福祉局，環境局，区役所，

　　教育委員会事務局　…………………………………………　監査報告第１号

令和元年度行政監査

　　ヤミ専従等の再発防止策について　………………………　監査報告第２号

令和元年度財政援助団体等監査（３）

　　公益財団法人神戸医療産業都市推進機構　………………　監査報告第３号

　　公益財団法人計算科学振興財団　…………………………　監査報告第４号

令和元年度工事定期監査及び出資団体工事監査（２）

　　行財政局，区役所，市民参画推進局，経済観光局，

　　建設局，都市局，建築住宅局，教育委員会事務局，

　　公立大学法人　神戸市外国語大学　………………………　監査報告第５号

―――――――――――――――――

　

監査公表第４号

　　令和２年６月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市監査委員　　　細　　川　　明　　子　

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　藤　　原　　武　　光　
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　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　山　　本　　嘉　　彦　

同　　　　　　　　　河　　南　　ただかず　

監　　査　　公　　表

　地方自治法第１９９条第１４項及び第２５２条の３８第６項の規定に基づき，市長等から監査の結果に

基づき，又は監査の結果を参考として講じた措置等について通知があったので，同項の規定に

より，下記の内容について別紙のとおり公表します。

記

令和元年度財務定期監査（３）

　　内部統制の実施状況

　　行財政局税務部，保健福祉局，環境局，区役所，教育委員会事務局

令和元年度行政監査

　　ヤミ専従等の再発防止策について

令和元年度包括外部監査

　　自動車事業会計の経営に係る事業の管理，

　　並びに神戸交通振興株式会社の出納その他の事務の執行について

令和元年度財政援助団体等監査（３）

　　公益財団法人神戸医療産業都市推進機構

　　公益財団法人計算科学振興財団

令和元年度第２期工事定期監査及び出資団体工事監査

　　行財政局，建設局，建築住宅局，教育委員会事務局，

　　公立大学法人 神戸市外国語大学

平成２９年度財務定期監査（３）

　　内部統制の実施状況（行財政局総務部総務課監察係）

平成３０年度財務定期監査（１）

　　事業所等

平成３０年度財務定期監査（２）

　　消防局

平成３０年度財務定期監査（３）

　　水道局，内部統制の実施状況（行財政局総務部総務課監察係）

平成２９年度行政監査　

　　市民の利便性向上のための窓口業務の標準化・効率化

　　（主に区役所の窓口業務を中心として）

平成３０年度行政監査

　　文書管理について

平成２９年度包括外部監査

　　委託料に係る財務事務の執行について
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平成３０年度包括外部監査

　　債権管理について

平成３０年度財政援助団体等監査（１）

　　公益財団法人神戸市民文化振興財団

　　神戸市民祭協会

　　神戸市立灘区民ホール指定管理者

平成３０年度財政援助団体等監査（２）

　　神戸交通振興株式会社
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