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２２７８

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市立学校園電気調達（１月開始分））

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市建設局垂水処理場電気調達）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結
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  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（令和２年度光害阻止ＬＥＤ防犯灯器具購

　入（その１）） ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による契約の締結（土地の貸

　付け）  ［行財政局資産活用課］

▽開発行為に関する工事の完了（長田区大谷

　町ほか）  　［都市局指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（須磨区菅の

　台ほか）  　［都市局指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（須磨区車字

　大道ほか）  　［都市局指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（東灘区青木

　２丁目）  　［都市局指導課］

水   道   局

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（須磨（南落合）配水管取替工事№

　３）   　［水道局配水課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（奥畑ー妙法寺連絡管整備工事

　（その１））  　［水道局施設課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（須磨（板宿町他）配水管取替工事）

   　［水道局配水課］

交   通   局

▽神戸市交通局契約規程の一部を改正する規

　程   　［交通局総務課］

▽神戸市交通局契約事務手続規程の一部を改

　正する規程  　［交通局総務課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（電気転てつ機更新工事（西神車庫

　他２箇所））  　［交通局総務課］
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２２７９

  規     則  

　神戸市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年７月３１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第２３号

　　　神戸市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則

　神戸市老人福祉法施行細則（昭和３８年１２月規則第６０号）の一部を次のように改正する。

別表第１の備考１及び備考２を削り，同表の備考３を同表の備考１とし，同表の備考４を同表

の備考２とし，同表の備考５を同表の備考３とする。

　別表第２の備考３中「この場合において，前表の備考２の規定の適用を受ける被措置者の扶

養義務者にあつては，同表の備考２の規定を適用せずに算定した被措置者に係る徴収金基準月

額とその被措置者に係る措置費の支弁額との差額を徴収金基準月額の上限とする。」を削る。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，令和２年８月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の日に現にこの規則による改正前の神戸市老人福祉法別表第１及び別表第

　２の規定により徴収金基準月額の上限の設定を受けている被措置者（神戸市老人福祉法施行

　細則第２条第１項に規定する被措置者をいう。）に係る徴収金（神戸市老人福祉法施行細則

　第１９条第１項に規定する徴収金をいう。）の額については，この規則による改正後の神戸市

　老人福祉法施行細則別表第１及び別表第２の規定にかかわらず，なお従前の例による。

  告     示  

神戸市告示第３９２号

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

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

次のとおり告示する。    

　　令和２年７月３１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　漆山自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市西区伊川谷町有瀬５５５番地の６  

　⑶　代表者の氏名  

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号



　　　今井　利憲  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市西区伊川谷町有瀬４２６番地  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「谷岡　隆文」を「今井　利憲」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市西区伊川谷町有瀬５６０番地の２」を「神戸市西区伊川谷町有瀬４２６番地」に改め

　　る。

３　変更の年月日   

　　令和２年６月７日   

―――――――――――――――――

神戸市告示第３９９号

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

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

次のとおり告示する。    

　　令和２年８月５日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　筑紫が丘自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市北区筑紫が丘３丁目２番地の１３  

　⑶　代表者の氏名  

　　　川渕　啓司  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市北区筑紫が丘９丁目９番地の９  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「松田　靖彦」を「川渕　啓司」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市北区筑紫が丘９丁目１３番地の１」を「神戸市北区筑紫が丘９丁目９番地の９」

　　に改める。

３　変更の年月日   

　　平成２９年４月１６日   

―――――――――――――――――

　

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２２８０



２２８１

神戸市告示第４０５号

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

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

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

　　令和２年８月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　垂水自転車保管所

　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

垂水区福田５丁目６番２０号

建設局垂水建設事務所

電話　７０７－０２３４

令和２年７月１日台

台

５

０

自転車

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

垂水区西舞子８丁目２０番

１９号

垂水保管所
台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年７月３日台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

１

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年７月６日台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年７月１０日台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域



  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４０６号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文及び第５３条第

１項本文並びに第４６条第１項本文の事業者の指定をしたので，同法第７８条及び第１１５条の１０並

びに第８５条の規定により告示する。

　　令和２年８月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２２８２

令和２年７月１３日台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

０

３

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年７月１６日台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

５

１

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

１

自転車 

原動機付自転車

塩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年７月２０日台

台

２

２

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年７月２７日台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

４

１

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

６

１

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年７月２９日台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年７月２９日台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車
垂水区管内長期放置

サービス

種類

指定

年月日

指定申請者の

所在地

指定申請者

の名称

事業所等の

所在地

事業所等の

名称

介護保険

事業所番号

介護予防訪

問看護

令和２年

７月１日

大阪府大阪市

城東区東中浜

７－９－８－

５

Ｋｕｒａｓｈｉ株

式会社

兵庫県神戸市

東灘区岡本２

丁目１１－２１　

田中マンショ

ン４０１号室

クラシ訪問看

護ステーショ

ン

２８６０１９０３６８

訪問看護令和２年

７月１日

大阪府大阪市

城東区東中浜

７－９－８－

Ｋｕｒａｓｈｉ株

式会社

兵庫県神戸市

東灘区岡本２

丁目１１－２１

クラシ訪問看

護ステーショ

ン

２８６０１９０３６８



２２８３令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

５田中マンショ

ン４０１号室

介護予防訪

問看護

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

灘区篠原北町

三丁目１１番１５

号

社会福祉法人

神戸海星会

兵庫県神戸市

東灘区魚崎西

町１丁目７番

１４号

うみのほしル

ルド訪問看護

ステーション

２８６０１９０３７６

訪問看護令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

灘区篠原北町

三丁目１１番１５

号

社会福祉法人

神戸海星会

兵庫県神戸市

東灘区魚崎西

町１丁目７番

１４号

うみのほしル

ルド訪問看護

ステーション

２８６０１９０３７６

介護予防訪

問看護

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

北区有野台２

丁目１－９

医療法人社団

医啓会

兵庫県神戸市

北区有野台２

丁目１－１６－

７０３

訪問看護ステ

ーションはな

みずき

２８６５０９０４５６

訪問看護令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

北区有野台２

丁目１－９

医療法人社団

医啓会

兵庫県神戸市

北区有野台２

丁目１－１６－

７０３

訪問看護ステ

ーションはな

みずき

２８６５０９０４５６

介護予防訪

問看護

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

中央区磯辺通

二丁目２番１０

号

ｏｎｅ　ｋｎｏｔ

　ｔｒａｄｅｓ株

式会社

兵庫県神戸市

中央区国香通

５丁目２－３０

　国香レジデ

ンス２０１

はなうた訪問

看護ステーシ

ョン

２８６５１９０５２０

訪問看護令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

中央区磯辺通

二丁目２番１０

号

ｏｎｅ　ｋｎｏｔ

　ｔｒａｄｅｓ株

式会社

兵庫県神戸市

中央区国香通

５丁目２－３０

　国香レジデ

ンス２０１

はなうた訪問

看護ステーシ

ョン

２８６５１９０５２０

訪問介護令和２年

７月１日

京都府京都市

伏見区竹田西

段川原町５４番

地

ハートフリー

株式会社

兵庫県神戸市

東灘区甲南町

３丁目７－１９

　養老甲南ビ

ル１０１号

ケアステーシ

ョンハートフ

リー

２８７０１０３４８４

居宅介護支

援

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

須磨区横尾８

丁目１－１　

４３－４０３

合同会社　Ａ

ＱＵＳ

兵庫県神戸市

須磨区多井畑

東町２－１

ケアプランニ

ング　ＩＳＡＩ

２８７０７０３２９１

訪問介護令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

垂水区本多聞

二丁目１３番１５

号

一般社団法人

つなぐ

兵庫県神戸市

垂水区本多聞

二丁目１３番１５

号

一般社団法人

つなぐ

２８７０８０４２８９

通所介護令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

須磨区飛松町

５丁目２番地

の１

医療法人　八

十嶋病院

兵庫県神戸市

北区西大池２

丁目２６番２号

リハ・タイム２８７５００３８８７

訪問介護令和２年兵庫県神戸市一般社団法人兵庫県神戸市訪問介護ＴＯ２８７５００３８９５



　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４０７号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の５第１項の事業者

の指定をしたので，神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス・介護予防通所サー

ビス事業者の指定に関する要綱第１０条第１号の規定により告示する。

　　令和２年８月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２２８４

７月１日北区鈴蘭台東

町１－９－５

鈴蘭荘３号室

ＴＯＫＯＷＡ

ＫＡ

北区鈴蘭台東

町１－９－５

ＫＯＷＡＫＡ

居宅介護支

援

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

中央区中山手

通七丁目３番

１８号

一般財団法人

神戸マリナー

ズ厚生会

兵庫県神戸市

中央区港島中

町４丁目６番

地

マリナーズみ

なとじまケア

プランセンタ

ー

２８７５１０４０４０

訪問介護令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

中央区日暮通

１－１－２１　

ヌーベル春日

２０１

一般社団法人

アフレル

兵庫県神戸市

中央区日暮通

１－１－２１　

ヌーベル春日

２０１

一般社団法人

アフレル

２８７５１０４０５７

訪問介護令和２年

７月１日

兵庫県伊丹市

鴻池３丁目１６

－１０

株式会社スイ

ッチオンサー

ビス

兵庫県神戸市

西区持子２丁

目１００番地

ヘルパーステ

ーションスイ

ッチオン神戸

玉津

２８７５２０４９１５

通所介護令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

中央区港島中

町７丁目１番

１号

アシックスト

ライアスサー

ビス株式会社

兵庫県神戸市

西区竜が岡１

丁目１８番１６号

Ｔｒｙｕｓ　（ト

ライアス神戸

西）

２８７５２０４９２３

サービス

種類

指定

年月日

指定申請者の

所在地

指定申請者

の名称

事業所等の

所在地

事業所等の

名称

介護保険

事業所番号

介護予防訪

問サービス

令和２年

７月１日

京都府京都市

伏見区竹田西

段川原町５４番

地

ハートフリー

株式会社

兵庫県神戸市

東灘区甲南町

３丁目７－１９

　養老甲南ビ

ル１０１号

ケアステーシ

ョンハートフ

リー

２８７０１０３４８４

生活支援訪

問サービス

令和２年

７月１日

京都府京都市

伏見区竹田西

段川原町５４番

地

ハートフリー

株式会社

兵庫県神戸市

東灘区甲南町

３丁目７－１９

　養老甲南ビ

ル１０１号

ケアステーシ

ョンハートフ

リー

２８７０１０３４８４

介護予防訪

問サービス

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

垂水区本多聞

二丁目１３番１５

一般社団法人

つなぐ

兵庫県神戸市

垂水区本多聞

二丁目１３番１５

一般社団法人

つなぐ

２８７０８０４２８９



２２８５令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

号号

生活支援訪

問サービス

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

垂水区本多聞

二丁目１３番１５

号

一般社団法人

つなぐ

兵庫県神戸市

垂水区本多聞

二丁目１３番１５

号

一般社団法人

つなぐ

２８７０８０４２８９

介護予防通

所サービス

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

須磨区飛松町

５丁目２番地

の１

医療法人　八

十嶋病院

兵庫県神戸市

北区西大池２

丁目２６番２号

リハ・タイム２８７５００３８８７

介護予防訪

問サービス

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

中央区日暮通

１－１－２１　

ヌーベル春日

２０１

一般社団法人

アフレル

兵庫県神戸市

中央区日暮通

１－１－２１　

ヌーベル春日

２０１

一般社団法人

アフレル

２８７５１０４０５７

生活支援訪

問サービス

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

中央区日暮通

１－１－２１　

ヌーベル春日

２０１

一般社団法人

アフレル

兵庫県神戸市

中央区日暮通

１－１－２１　

ヌーベル春日

２０１

一般社団法人

アフレル

２８７５１０４０５７

生活支援訪

問サービス

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

中央区磯辺通

２丁目２－２５

フクシクラフ

ト株式会社

兵庫県神戸市

中央区吾妻通

１丁目１－２８

Ｃａｒｅステー

ション　ひと

とき

２８７５１０４０２４

介護予防訪

問サービス

令和２年

７月１日

兵庫県伊丹市

鴻池３丁目１６

－１０

株式会社スイ

ッチオンサー

ビス

兵庫県神戸市

西区持子２丁

目１００番地

ヘルパーステ

ーションスイ

ッチオン神戸

玉津

２８７５２０４９１５

生活支援訪

問サービス

令和２年

７月１日

兵庫県伊丹市

鴻池３丁目１６

－１０

株式会社スイ

ッチオンサー

ビス

兵庫県神戸市

西区持子２丁

目１００番地

ヘルパーステ

ーションスイ

ッチオン神戸

玉津

２８７５２０４９１５

介護予防通

所サービス

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

中央区港島中

町７丁目１番

１号

アシックスト

ライアスサー

ビス株式会社

兵庫県神戸市

西区竜が岡１

丁目１８番１６号

Ｔｒｙｕｓ

（トライアス

神戸西）

２８７５２０４９２３

介護予防通

所サービス

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

兵庫区上沢通

７丁目２－２６

株式会社Ｇｒｅ

ｅｎＡｐｐｌｅ

兵庫県神戸市

長田区上池田

３丁目１８－２２

　惣町サンハ

イツ１号棟

リハビリテー

ションデイ　

ＧＲＥＥＮ

ＡＰＰＬＥ

ｗｅｓｔ

２８９０６００２６１

介護予防通

所サービス

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

須磨区中落合

三丁目１－

４４０－１０１

合同会社未来

予想図

兵庫県神戸市

須磨区中落合

三 丁目１－

４４０－１０１

晴れたらいい

ね

２８９０７００２６９

介護予防通

所サービス

令和２年

７月１日

東京都八王子

市めじろ台四

丁目８番地１１

一般社団法人

Ｊａｐａｎ　

Ｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙ

兵庫県神戸市

北区若葉台４

丁目８－１１

ナチュラルケ

ア　リハビリ

デイサービス

２８９５０００４３４



―――――――――――――――――

神戸市告示第４０８号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項及び第５４条の

２第１項本文の指定をしたため，同法第７８条の１１及び第１１５条の２０の規定により告示する。

　　令和２年８月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

　  　　

―――――――――――――――――

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２２８６

Ｌｅａｒｎｉｎｇ　

Ｃｅｎｔｅｒ

サービス

種類

指定

年月日

指定申請者の

所在地

指定申請者

の名称

事業所等の

所在地

事業所等の

名称

介護保険

事業所番号

介護予防認

知症対応型

共同生活介

護

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

西区岩岡町岩

岡９１７－１２

医療法人社団

　一功会

兵庫県神戸市

長田区林山町

４番２２

フェニックス

長田グループ

ホーム

２８９０６００２５３

認知症対応

型共同生活

介護

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

西区岩岡町岩

岡９１７－１２

医療法人社団

　一功会

兵庫県神戸市

長田区林山町

４番２２

フェニックス

長田グループ

ホーム

２８９０６００２５３

地域密着型

通所介護

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

兵庫区上沢通

７丁目２－２６

株式会社

Ｇｒｅｅｎ

Ａｐｐｌｅ

兵庫県神戸市

長田区上池田

３丁目１８－２２

　惣町サンハ

イツ１号棟

リハビリテー

ションデイ　

ＧＲＥＥＮ　

ＡＰＰＬＥ　

ｗｅｓｔ

２８９０６００２６１

地域密着型

通所介護

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

須磨区中落合

三丁 目１－

４４０－１０１

合同会社未来

予想図

兵庫県神戸市

須磨区中落合

三丁目１－

４４０－１０１

晴れたらいい

ね

２８９０７００２６９

地域密着型

通所介護

令和２年

７月１日

東京都八王子

市めじろ台四

丁目８番地１１

一般社団法人

Ｊａｐａｎ　

Ｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙ

Ｌｅａｒｎｉｎｇ　

Ｃｅｎｔｅｒ

兵庫県神戸市

北区若葉台４

丁目８－１１

ナチュラルケ

ア　リハビリ

デイサービス

２８９５０００４３４

複合型サー

ビス（看護

小規模多機

能型居宅介

護）

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

中央区生田町

３－３－１９

有限会社アス

カケアライフ

兵庫県神戸市

中央区宮本通

３－１－３０

看護小規模多

機能型居宅介

護　つついの

杜

２８９５１００１２７

地域密着型

通所介護

令和２年

７月１日

兵庫県伊丹市

鴻池３丁目１６

－１０

株式会社スイ

ッチオンサー

ビス

兵庫県神戸市

西区持子２丁

目１００番地

デイサービス

スイッチオン

神戸玉津

２８９５２００３９８



２２８７

神戸市告示第４０９号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第１１５条の５第

２項の規定に基づいて事業を廃止する旨の届出があったため，同法第７８条第２号及び第１１５条

の１０第２号の規定により告示する。

　　令和２年８月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

サービスの

種類

廃止・辞退

の年月日

事業者の主た

る事務所の

所在地

事業者の名称事業所等の

所在地

事業所等の

名称

介護保険

事業所番号

介護予防訪

問看護

令和２年

６月３０日

兵庫県神戸市

中央区籠池通

５丁目１－２５

医療法人社団

王子会

兵庫県神戸市

中央区籠池通

５丁目１－２５

ケアステーシ

ョンプリエー

ル訪問看護ス

テーション

２８６５１９０１０８

訪問看護令和２年

６月３０日

兵庫県神戸市

中央区籠池通

５丁目１－２５

医療法人社団

王子会

兵庫県神戸市

中央区籠池通

５丁目１－２５

ケアステーシ

ョンプリエー

ル訪問看護ス

テーション

２８６５１９０１０８

介護予防訪

問看護

令和２年

６月３０日

兵庫県神戸市

中央区磯辺通

２－２－１０　

ワンノットト

レーズビル　

１０Ｆ

株式会社あお

やまライフク

リエイト

兵庫県神戸市

中央区磯辺通

２－２－１０　

ワンノットト

レーズビル　

１０Ｆ

はなうた訪問

看護ステーシ

ョン　いそが

み

２８６５１９０３７１

訪問看護令和２年

６月３０日

兵庫県神戸市

中央区磯辺通

２－２－１０　

ワンノットト

レーズビル　

１０Ｆ

株式会社あお

やまライフク

リエイト

兵庫県神戸市

中央区磯辺通

２－２－１０　

ワンノットト

レーズビル　

１０Ｆ

はなうた訪問

看護ステーシ

ョン　いそが

み

２８６５１９０３７１

訪問介護令和２年

６月３０日

京都府宇治市

五ケ庄広岡谷

２番地の１８５

株式会社リハ

テクノ

兵庫県神戸市

東灘区甲南町

３丁目７－１９

　養老甲南ビ

ル１０１号

ケアステーシ

ョンハートフ

リー

２８７０１０２９１６

通所介護令和２年

６月３０日

東京都江東区

新砂３丁目１

番１８号

アシックス

ジャパン株式

会社

兵庫県神戸市

西区竜が岡１

丁目１８番１６号

Ｔｒｙ ｕｓ

（トライアス

神戸西）

２８７５２０４２１２

訪問介護令和２年

６月３０日

兵庫県神戸市

垂水区旭が丘

一丁目３番３５

号

株式会社元気

会

兵庫県神戸市

西区持子２－

１００

訪問介護事業

所ほほえみの

家

２８７５２０４２４６



神戸市告示第４１０号

　次の事業者について，介護保険法施行規則第１４０条の６２の３第２項第４号の規定に基づいて

事業を廃止する旨の届出があったため，神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービ

ス・介護予防通所サービス事業者の指定に関する要綱第１０条第２号の規定により告示する。

　　令和２年８月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第４１１号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定に基づ

いて事業を廃止する旨の届出があったため，同法第７８条の１１第２号の規定により告示する。

　　令和２年８月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２２８８

サービスの

種類

廃止・辞退

の年月日

事業者の主た

る事務所の

所在地

事業者の名称事業所等の

所在地

事業所等の

名称

介護保険

事業所番号

介護予防訪

問サービス

令和２年

６月３０日

京都府宇治市

五ケ庄広岡谷

２番地の１８５

株式会社リハ

テクノ

兵庫県神戸市

東灘区甲南町

３丁目７－１９

養老甲南ビル

１０１号

ケアステーシ

ョンハートフ

リー

２８７０１０２９１６

生活支援訪

問サービス

令和２年

６月３０日

京都府宇治市

五ケ庄広岡谷

２番地の１８５

株式会社リハ

テクノ

兵庫県神戸市

東灘区甲南町

３丁目７－１９

養老甲南ビル

１０１号

ケアステーシ

ョンハートフ

リー

２８７０１０２９１６

介護予防通

所サービス

令和２年

６月３０日

兵庫県神戸市

北区若葉台四

丁目８番１１号

一般社団法人

おさだ

兵庫県神戸市

北区若葉台四

丁目８番１１号

２階

ナチュラルケ

ア　リハビリ

デイサービス

２８７５００３２００

介護予防通

所サービス

令和２年

６月３０日

東京都江東区

新砂３丁目１

番１８号

アシックスジ

ャパン株式会

社

兵庫県神戸市

西区竜が岡１

丁目１８番１６号

Ｔｒｙｕｓ

（トライアス

神戸西）

２８７５２０４２１２

サービスの

種類

廃止・辞退

の年月日

事業者の主た

る事務所の

所在地

事業者の名称事業所等の

所在地

事業所等の

名称

介護保険

事業所番号

地域密着型

通所介護

令和２年

６月３０日

兵庫県神戸市

北区若葉台四

丁目８番１１号

一般社団法人

おさだ

兵庫県神戸市

北区若葉台四

丁目８番１１号

２階

ナチュラルケ

ア　リハビリ

デイサービス

２８７５００３２００

地域密着型令和２年兵庫県神戸市株式会社元気兵庫県神戸市デイサービス２８７５２０３８４２



２２８９

―――――――――――――――――

神戸市告示第４１２号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第２９条第１項の事業者の指定をしたので，同法第５１条の規定により告示す

る。

　　令和２年８月１８日　

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

通所介護６月３０日垂水区旭が丘

一丁目３番３５

号

会西区持子２－

１００

　ほほえみの

家

サービス

種類

指定年月日指定申請者

の所在地

指定申請者

の名称

事業所等の

所在地

事業所等の

名称

介護保険

事業所番号

居宅介護令和２年

７月１日

京都府京都市

伏見区竹田西

段川原町５４番

地

ハートフリー

株式会社

兵庫県神戸市

東灘区甲南町

３丁目７－１９

　養老甲南ビ

ル　１０１号

ケアステーシ

ョンハートフ

リー

２８１０１０１２３４

重度訪問介

護

令和２年

７月１日

京都府京都市

伏見区竹田西

段川原町５４番

地

ハートフリー

株式会社

兵庫県神戸市

東灘区甲南町

３丁目７－１９

　養老甲南ビ

ル　１０１号

ケアステーシ

ョンハートフ

リー

２８１０１０１２３４

行動援護令和２年

７月１日

京都府京都市

伏見区竹田西

段川原町５４番

地

ハートフリー

株式会社

兵庫県神戸市

東灘区甲南町

３丁目７－１９

　養老甲南ビ

ル　１０１号

ケアステーシ

ョンハートフ

リー

２８１０１０１２３４

同行援護令和２年

７月１日

京都府京都市

伏見区竹田西

段川原町５４番

地

ハートフリー

株式会社

兵庫県神戸市

東灘区甲南町

３丁目７－１９

　養老甲南ビ

ル　１０１号

ケアステーシ

ョンハートフ

リー

２８１０１０１２３４

居宅介護令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

垂水区本多聞

二丁目１３番１５

号

一般社団法人

つなぐ

兵庫県神戸市

垂水区本多聞

二丁目１３番１５

号

一般社団法人

つなぐ

２８１０８０１５８５

重度訪問介

護

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

垂水区本多聞

二丁目１３番１５

号

一般社団法人

つなぐ

兵庫県神戸市

垂水区本多聞

二丁目１３番１５

号

一般社団法人

つなぐ

２８１０８０１５８５

居宅介護令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

北区鈴蘭台東

一般社団法人

ＴＯＫＯＷＡ

兵庫県神戸市

北区鈴蘭台東

訪問介護ＴＯ

ＫＯＷＡＫＡ

２８１５００１５１２



―――――――――――――――――

神戸市告示第４１３号

　次の事業者について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定に基づいて事業を廃止する旨の届出があったため，同

法第５１条第２号の規定により告示する。

　　令和２年８月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２２９０

町１－９－５

鈴蘭荘３号室

ＫＡ町１－９－５

居宅介護令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

中央区北野町

３丁目７番１

号

特定非営利活

動 法人神 戸

パートナーズ

兵庫県神戸市

中央区元町通

４丁目６番１７

号２階

異人館の丘２８１５１０１７９１

重度訪問介

護

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

中央区北野町

３丁目７番１

号

特定非営利活

動 法人神 戸

パートナーズ

兵庫県神戸市

中央区元町通

４丁目６番１７

号２階

異人館の丘２８１５１０１７９１

居宅介護令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

中央区磯辺通

２丁目２番１０

号

ｏｎｅ　ｋｎｏｔ

ｔｒａｄｅｓ株式

会社

兵庫県神戸市

中央区国香通

５丁目２－３０

国香レジデン

ス２０１

はなうたヘル

プステーショ

ン

２８１５１０１８０９

重度訪問介

護

令和２年

７月１日

兵庫県神戸市

中央区磯辺通

２丁目２番１０

号

ｏｎｅ　ｋｎｏｔ

ｔｒａｄｅｓ株式

会社

兵庫県神戸市

中央区国香通

５丁目２－３０

国香レジデン

ス２０１

はなうたヘル

プステーショ

ン

２８１５１０１８０９

サービスの

種類

廃止年月日事業者の主た

る事務所の

所在地

事業者の名称事業所等の

所在地

事業所等の

名称

介護保険

事業所番号

居宅介護令和２年

６月３０日

京都府宇治市

五ケ庄広岡谷

２番地の１８５

株式会社リハ

テクノ

兵庫県神戸市

東灘区甲南町

３－７－１９　

養老甲南ビル

１０１号

ケアステーシ

ョンハートフ

リー

２８１０１００８７１

重度訪問介

護

令和２年

６月３０日

京都府宇治市

五ケ庄広岡谷

２番地の１８５

株式会社リハ

テクノ

兵庫県神戸市

東灘区甲南町

３－７－１９　

養老甲南ビル

１０１号

ケアステーシ

ョンハートフ

リー

２８１０１００８７１

同行援護令和２年

６月３０日

京都府宇治市

五ケ庄広岡谷

株式会社リハ

テクノ

兵庫県神戸市

東灘区甲南町

ケアステーシ

ョンハートフ

２８１０１００８７１



２２９１

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４１４号

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

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

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

　　令和２年８月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造

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

　及び保管した自転車等の台数。撤去し，及び保管した年月日。並びに問い合わせ先。

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

２番地の１８５３－７－１９　

養老甲南ビル

１０１号

リー

居宅介護令和２年

６月３０日

兵庫県神戸市

中央区磯辺通

２－２－１０　

ワンノットト

レーズビル１０

Ｆ

株式会社あお

やまライフク

リエイト

兵庫県神戸市

中央区磯辺通

２－２－１０　

ワンノットト

レーズビル１０

Ｆ

はなうたヘル

プステーショ

ンいそがみ

２８１５１０１４３７

重度訪問介

護

令和２年

６月３０日

兵庫県神戸市

中央区磯辺通

２－２－１０　

ワンノットト

レーズビル１０

Ｆ

株式会社あお

やまライフク

リエイト

兵庫県神戸市

中央区磯辺通

２－２－１０　

ワンノットト

レーズビル１０

Ｆ

はなうたヘル

プステーショ

ンいそがみ

２８１５１０１４３７

同行援護令和２年

６月３０日

兵庫県神戸市

中央区磯辺通

２－２－１０　

ワンノットト

レーズビル１０

Ｆ

株式会社あお

やまライフク

リエイト

兵庫県神戸市

中央区磯辺通

２－２－１０　

ワンノットト

レーズビル１０

Ｆ

はなうたヘル

プステーショ

ンいそがみ

２８１５１０１４３７

居宅介護令和２年

６月３０日

兵庫県神戸市

中央区元町通

４丁目６番１７

号

医療法人社団

芙蓉会ハート

フルクリニッ

ク

兵庫県神戸市

中央区元町通

４丁目６番１７

号

コスモヒルズ２８１５１０１５５１

重度訪問介

護

令和２年

６月３０日

兵庫県神戸市

中央区元町通

４丁目６番１７

号

医療法人社団

芙蓉会ハート

フルクリニッ

ク

兵庫県神戸市

中央区元町通

４丁目６番１７

号

コスモヒルズ２８１５１０１５５１



　　西神保管所及び学園都市保管所

　　　（ア）火曜日・木曜日　午後３時から午後７時まで。

　　　（イ）土曜日　午後１時から午後５時まで。

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

　　　　　　日間，平日　午後３時から午後７時まで，土曜日　午後１時から午後５時まで。

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　ときは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

  公    告  

神戸市公告第４０７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７月３１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２２９２

問い合わせ先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

西区玉津町今津字宮の西３３３番

の１

建設局西建設事務所

電話　９１２－３７５０

令和２年６月５日台１自転車
西神中央駅周辺

自転車等放置禁止区域

西区高 台６丁目

西神保管所

電話　９９２－３７６３

令和２年６月１８日台１自転車
西神南駅周辺

自転車等宝地禁止区域

令和２年６月２２日
台４自転車西神中央駅周辺

自転車等放置禁止区域 台１原動機付自転車

令和２年６月１０日台１自転車
学園都市駅周辺

自転車等放置禁止区域

西区学園西町３丁目２番地

学園都市保管所

電話　７９５－４６１８

摩耶埠頭Ｂ上屋付属トイレ改修工事工 事 名

神戸市灘区摩耶埠頭地先工事場所

令和３年１月２９日完成期限



２２９３

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

便所改修工事，これに伴う電気・機械設備工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他



５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市契約規則（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８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２２９４

令和２年７月３１日（金）～８月７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８月１７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月１８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８月１９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



２２９５

神戸市公告第４０８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７月３１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８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

外浜ポンプ場外壁・屋上防水他改修工事工 事 名

神戸市須磨区外浜２丁目２－５工事場所

令和３年１月１５日完成期限

屋上防水・外壁・建具・塗装・外構改修工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｂ又はＣ

　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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２２９６

※　なお，⑶⑷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７月３１日（金）～８月７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８月１７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月１８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８月１９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



２２９７

　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４０９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７月３１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８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１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

塩屋児童館・地域福祉センター外壁他改修工事工 事 名

神戸市垂水区塩屋町４丁目３－９工事場所

令和２年１２月２８日完成期限

外壁・屋根・屋上防水・内装・外構改修工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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。

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８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２２９８

　・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，⑶⑷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７月３１日（金）～８月７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８月１７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月１８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８月１９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。
方 法



２２９９

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４１０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７月３１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８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

兵庫荘解体工事工 事 名

神戸市兵庫区浜中町１丁目工事場所

令和３年２月１５日完成期限

１．建物解体撤去（ＲＣ造３階建・ＣＢ造平屋建・基礎共）

２．外構撤去（花壇・植栽・物干場・自転車置場・地下水槽）

３．外構ＣＢ塀・ＲＣ塀・フェンス撤去後（基礎共），フェンス新設

４．建物撤去後，地盤整地、雨水側溝新設

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

　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」



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８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３００

単独企業形態

解体工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「解体」を希望業種と

して登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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７月３１日（金）～８月７日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間



２３０１

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第４１１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７月３１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年８月１７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月１８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８月１９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



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８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３０２

総合療育センター屋根・外壁改修工事工 事 名

神戸市長田区丸山２丁目３－５０工事場所

令和３年１月２９日完成期限

総合療育センター棟，車庫棟

屋根改修工事　一式，外壁改修工事　一式，その他改修工事　一式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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



２３０３

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８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷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７月３１日（金）～８月２１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８月２４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２５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８月２６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



　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４１２号

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

のとおり公告します。

　　令和２年７月３１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８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３０４

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

鉄拐山トンネル補修工事工 事 名

神戸市垂水区下畑町口唐戸工事場所

令和３年３月３１日完成期限

工場製作工１式，坑門工１式，道路付属施設工１式，構造物撤去工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，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　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　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

その他



２３０５

３　総合評価に関する事項

４　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評 価 基 準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法

令和２年７月３１日（金）～８月２１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。

提出期間



７　入札の日時及び方法

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

１０　落札者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

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

　補者を決定する。

１１　入札保証金

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３０６

第１日目　令和２年８月２４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２５日（火）午前９時～午後３時
日　　時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「内訳書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確

認通知」及び「入札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方 法

※　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

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年８月２４日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年８月２５日（火）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方 法

令和２年８月２６日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

令和２年９月２日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



２３０７

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

　定により免除します。

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第４１３号

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

のとおり公告します。

　　令和２年７月３１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８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

旧鶴甲会館とりこわし及び敷地整備工事工 事 名

神戸市灘区鶴甲５丁目工事場所

令和３年３月２２日完成期限

ＲＣ造３階建て１棟，ＲＣ造平屋建て１棟のとりこわし工事一式，

屋外工作物及び舗装等のとりこわし工事一式，

敷地整備工事一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

単独企業形態

解体工事業に係る建設業の許可建設業の許可



３　総合評価に関する事項

４　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３０８

　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。

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「解体」を希望業種と

して登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評 価 基 準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法



２３０９

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

７　入札の日時及び方法

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

令和２年７月３１日（金）～８月２１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８月２４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２５日（火）午前９時～午後３時
日　　時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「内訳書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確

認通知」及び「入札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方 法

第１日目　令和２年８月２４日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年８月２５日（火）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方 法

令和２年８月２６日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

令和２年９月２日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



１０　落札者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

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

　補者を決定する。

１１　入札保証金

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

　定により免除します。

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第４１８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８月５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３１０

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

松原児童館外壁・屋上防水改修他工事工 事 名

神戸市兵庫区松原通４－２－２７工事場所

令和３年２月２５日完成期限

外壁・屋上防水改修他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



２３１１

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８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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８月５日（水）～８月１８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



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第４１９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８月５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３１２

第１日目　令和２年８月１９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２０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８月２１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

契約監理課提出場所



２３１３

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

東部市場火災本復旧工事工 事 名

神戸市東灘区深江浜町１－１工事場所

令和３年１月１５日完成期限

仲卸売場棟仲買店舗改修工事，これに伴う電気機械設備工事，卸売場棟塗装改

修工事
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

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　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他



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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３１４

令和２年８月５日（水）～８月１８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８月１９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２０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８月２１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



２３１５

　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４２０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８月５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

兵庫消防署建設昇降機設備工事工 事 名

神戸市兵庫区荒田町１丁目３番１の一部，５の一部，７の一部工事場所

令和３年６月３０日完成期限

１３人乗，乗合全自動運転方式，５停止（６０ｍ／min），１基の設置及び調整一式工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。
前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行な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建設業の許可

機械器具設置工事業の総合評定値が１，０００点以上

　ただし，平成３０年１０月３０日以降の審査基準日のものに限る。

経営事項審査

の結果の点数

⑴　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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

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。

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３１６

　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，⑵⑶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８月５日（水）～８月１８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）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年８月１９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２０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

入札説明書によります。

方 法

令和２年８月２１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



２３１７

　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４２１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８月５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１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

三宮駐車場発電機室空調換気設備改修工事工 事 名

神戸市中央区加納町６丁目工事場所

令和３年２月１９日完成期限

三宮駐車場発電機室空調換気設備改修工事に伴う機械設備工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３１８

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　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，⑶⑷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８月５日（水）～８月１８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８月１９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２０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



２３１９

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４２２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８月５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

令和２年８月２１日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無

垂水処理場　海水混合設備工事工 事 名

神戸市垂水区平磯１丁目１－６５　垂水処理場内工事場所

令和３年９月３０日完成期限

本工事は，垂水処理場の放流水への海水混合施設の整備及び設備の設置を行う

もので，その概要は下記のとおりである。

海水混合機械設備工　１式，海水混合電気設備工　１式，

工事概要

入札説明書等によります。



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３２０

海水混合整備工　１式

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。
前 払 金

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

単独企業形態

機械器具設置工事業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　下水道法上の終末処理場又はポンプ場において，ポンプゲートを新設

又は更新する工事を，元請として平成１７年度以降に完成させた実績があ

ること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑵⑶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



２３２１

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

令和２年８月５日（水）～８月２５日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年８月２６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２７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８月２８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



　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４２３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８月５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３２２

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

本多聞中学校昇降機棟増築他工事工 事 名

神戸市垂水区本多聞２丁目１６－１工事場所

令和３年３月１５日完成期限

管理教室棟　既設建物現行法適合改修工事　一式

北棟　　　　昇降機棟増築工事　一式

　　　　　　既設建物現行法適合改修工事　一式

中棟　　　　便所改修工事（１～３階全面改修）　一式

　　　　　　既設建物現行法適合改修工事　一式

南棟　　　　便所改修工事（１・２階全面改修）　一式

　　　　　　既設建物現行法適合改修工事　一式

体育館　　　既設建物現行法適合改修工事　一式

屋外付帯工事　一式

上記に伴う設備工事　一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

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点以上令和２・３年度



２３２３

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８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

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　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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８月５日（水）～８月２５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



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４２４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８月５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３２４

第１日目　令和２年８月２６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２７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８月２８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

新開地５丁目地区他汚水管改築更新工事工 事 名



２３２５

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８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

神戸市兵庫区新開地５丁目他工事場所

令和３年１１月３０日　完成期限

管きょ更生工　φ２００㎜　Ｌ＝１２．６５ｍ，φ２５０㎜　Ｌ＝６８５．３０ｍ

管きょ工（開削）φ２００㎜　Ｌ＝１５０．６２ｍ，φ２５０㎜　Ｌ＝１６１．１８ｍ

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式

工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３２６

　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，⑷⑸中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

第１日目　令和２年８月２６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２７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８月５日（水）～８月２５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

令和２年８月２８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



２３２７

　　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４２５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８月５日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

住吉橋補修工事工 事 名

神戸市兵庫区明和通１丁目他工事場所

令和３年３月３１日完成期限

橋長　Ｌ＝２０５ｍ

支承塗装工　Ｎ＝２４基，水平力分担構造設置工　Ｎ＝８箇所，

ひび割れ注入工　一式，ひび割れ充てん工　一式，断面修復工　一式，

塗替塗装工　一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「橋梁」を登録業種と

していること（希望順位は問わない）。
登録業種

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



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８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３２８

プレストレストコンクリート工事の総合評点値が７００点以上

　ただし，平成３０年１０月３０日以降の審査基準日のものに限る。

経営審査事項

の結果の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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８月５日（水）～８月２５日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間



２３２９

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第４２６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
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契約監理課提出場所

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

第１日目　令和２年８月２６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２７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８月２８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



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８月５日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市立学校園電気調達（１月開始分）

　⑵　予定数量

　　　２，６３３，３９６キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市立本山南小学校ほか１８校

　⑷　納入期限

　　　令和３年１月１日から令和３年１２月３１日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　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
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２３３１

　　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８月２６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８月２６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８月２７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８月２８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１０月５日（月）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年１０月６日（火）　午前９時から午前１０時まで
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　　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１０月６日（火）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年１０月５

　　　日（月）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和２年１０月８日（木）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
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２３３３

　　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８月２８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 School (starting in 

　　January).

　⑵　Quantity : 2,633,396kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. August 28, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. October ６, 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４２７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

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号



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８月５日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市建設局垂水処理場電気調達

　⑵　予定数量

　　　２４，０５９，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市建設局垂水処理場（本場・分場・東水処理施設）

　⑷　納入期限

　　　令和３年２月１日から令和４年１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）
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２３３５

　　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８月２６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８月２６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８月２７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８月２８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１０月５日（月）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年１０月６日（火）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年１０月６日（火）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年１０月５

　　　日（月）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　⑴　開札日時

　　　令和２年１０月８日（木）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８月２８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 Tarumi Sewage Treatment Plant.

　⑵　Quantity : 24,059,000kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. August 28, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. October ６, 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４２８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８月５日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　名谷図書館用資料購入

　⑵　数量（予定）

　　　３６，１２６冊

　⑶　納入場所

　　　神戸市立中央図書館

　　　神戸市中央区楠町７丁目２番１号

　⑷　納入期限

　　　契約日から令和３年３月５日

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法
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　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年８月２６日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

　　 公告の日から令和２年８月２６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８月２７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８月２８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１０月１日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年１０月２日（金）　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。
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　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和２年１０月２日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年１０月１

　　　日（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年１０月２日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

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

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

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

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

　⑿　「単価表の作成上の注意（注意事項）」において特に指定した事項に違反したとき。
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　⒀　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

　⑴　この契約は，入札書と共に提出する「単価表」の「１冊あたりの割引率及び１冊あたり

　　の作業等費用」に基づく単価契約とします。

　⑵　落札者の決定は，各本体価格に割引率（全図書共通）を乗じて得た割引後金額の合計と

　　１冊ごとの作業等費用（全図書共通）の合計を足して得た合計額が最低の価格であり，か

　　つ，入札単価のすべてが，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

　　あるかを問わず，規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の

　　制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ができます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。

　　ただし，令和２年８月２８日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　Summary

　⑴　Contract Content : The purchase of documents for Myodani Library .

　⑵　Quantity : 36,126

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. August 28, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. October 2, 2020. 

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第４２９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
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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８月５日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　令和２年度光害阻止ＬＥＤ防犯灯器具購入（その１）

　⑵　数量

　　　光害阻止ＬＥＤ防犯灯器具　２，９００基

　　　取付ベルト　６０巻

　　　締付金具　２，９００個

　⑶　納入場所

　　　北建設事務所（北区有野町唐櫃字種池３０６４）

　　　西建設事務所（西区玉津町今津字宮の西３３３－１）

　⑷　納入期限

　　　令和３年２月２６日

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２・３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年８月２６日（水）まで

　⑵　交付方法
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２３４３

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

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

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

　　入札用）をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から令和２年８月２６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８月２７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８月２８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１０月１日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年１０月２日（金）　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１０月２日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和２年１０月１
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　　　日（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年１０月２日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

　問わず，規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲
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２３４５

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ができます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。　　　　　

　　ただし，令和２年８月２８日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

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

　す。）

　⑴　物品の名称

　　　令和２年度光害阻止ＬＥＤ防犯灯器具購入

　⑵　納入期限

　　　令和３年２月２６日まで

　⑶　数量

　　　２，９００基

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Light pollution prevention LED road light（No.１） .

　⑵　Estimated Quantity : Light pollution prevention LED road lights 2,900 units, 

　　Installation belts 60 units, Tightening metal fittings 2,900 units.

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. August 28, 2020.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. October ２, 2020. 

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第４３０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。
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　　令和２年８月６日

　     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

　　民法（明治２９年法律第８９号）第６０１条に基づく土地の賃貸借（借地権は発生しない）。対

　象物件の所在，面積，貸付期間，用途，最低月額貸付価格は別表のとおり

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次の各号のいずれかに該当する者は，入札に参加することができません。また，入札不調

　後の随意契約についても同様とします。

　⑴　当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。

　⑵　国税（法人税又は所得税及び消費税（地方消費税を含む）をいう。）及び地方税につい

　　て未納の税額がある者。

　⑶　神戸市における不動産の売却又は貸付けに係る契約手続において次の事項のいずれかに

　　該当すると認められるときから２年を経過しない者。その者を代理人，支配人その他の使

　　用人又は入札代理人として使用する者についても，また同様とします。

　　ア　競争入札において，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。

　　イ　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。

　　ウ　正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

　　エ　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ったとき。

　　オ　神戸市における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。

　⑷　借受けた土地を，暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために

　　利用する等公序良俗に反する用に使用しようとする者。

　⑸　次の事項のいずれかに該当すると認められる者。

　　ア　神戸市から直接に又は第三者を経由して不動産を買受け又は借受けた者で，当該不動

　　　産に係る公序良俗に反する使用の禁止の定めに違反した者。

　　イ　アに該当する法人その他の団体の代表者，理事，取締役，支配人その他これらに類す

　　　る地位（以下「代表者等の地位」という。）に現にある者及び違反時にあった者。

　　ウ　ア又はイに該当する者が代表者等の地位にある法人その他の団体。

　⑹　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，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）。

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。）

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
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　⑴　交付期間

　　　令和２年８月６日（木）から令和２年９月１日（火）まで（神戸市の休日を定める条例 

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

　　　午前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８月６日（木）から令和２年９月１日（火）まで（神戸市の休日を定める条例

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

　　　午前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　入札保証金に関する事項

　⑴　入札保証金の額は，別表のとおりとします。

　⑵　入札に参加する者は，事前に，本市が交付する所定の納入通知書により，神戸市公金収

　　納取扱金融機関で入札書類の送付までに入札保証金を納入してください。

７　入札の日時，場所及び方法

　⑴　入札の期間

　　　令和２年９月２８日（月）から令和２年１０月８日（木）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　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。）。

８　開札の日時及び場所

　⑴　開札の日時

　　　令和２年１０月１５日（木）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１８階　入札室

　⑶　落札者の決定の方法

　　　落札者は，最低月額貸付価格以上の入札のうち，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，くじにより落札者を決定
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　　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　「郵送型入札参加申込書兼誓約書」若しくは「入札保証金提出書」の提出がないとき。

　⑶　最低月額貸付価格に達しない金額をもって入札したとき。

　⑷　「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。

　⑸　「入札書」に記名及び押印がないとき。

　⑹　「入札書」の金額のはじめの数字の前に「￥」マークがないとき。

　⑺　一の入札に対して２通以上の「入札書」を提出したとき。

　⑻　入札保証金を納入期限までに納付せず，又はその金額に不足があるとき。

　⑼　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。

　⑽　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。

　⑾　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑿　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。

　⒀　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。

　⒁　「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。

　⒂　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

　　契約の締結は，令和２年１１月３０日（月）午後５時までに行います。

別　表

―――――――――――――――――

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３４８

入札保証金
最低月額

貸付価格
用　　途貸付期間

面積

（㎡）
所　在　地

物件

番号

\１，１７５，４００－\３９１，８００－平面駐車場

令和２年１２月１

日から令和７年

３月３１日まで

（実測）

８９１．７５

神戸市兵庫区浜山通

４丁目３番８のうち
１号地

\１４０，７００－\４６，９００－平面駐車場

令和３年４月１

日から令和６年

３月３１日まで

（概測）

２，１４１．１５

神戸市北区西大池２

丁目１番３３のうち
２号地

\６５６，１００－\２１８，７００－平面駐車場

令和３年１月１

日から令和７年

３月３１日まで

（概測）

１，２３８．８０

神戸市長田区五位ノ

池町２丁目１番９
３号地

\９６，６１５－\３２，２０５－
平面駐車場

資材置場等

令和２年１２月１

日から令和７年

３月３１日まで

（概測）

１１３

神戸市須磨区月見山

町３丁目１７番１のう

ち

４号地



２３４９

神戸市公告第４３８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８月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市長田区大谷町二丁目３番２の一部，３番３，４番２，４番４，４番５，４番６，

　　４番８，５番２，５番３，５番４，８番１，８番２，１３番，１３番１の一部，１３番２，

　　１３番３，１３番９，２２番１，２２番５，２２番６，２２番７，２２番８，２２番９，２２番１０，２２番１１，

　　２２番１２，２２番１３，２２番１４，２２番１５，２２番１６，２２番１７，２２番１９，２２番２０，２２番２１，２２番２８，

　　２２番３５，２２番３８，２２番３９，２２番４０，２２番４１，２２番４２，２２番４４，２２番４５，２２番４６，２２番４７，

　　２２番４８，２３番３３の一部，

　　蓮宮通六丁目１８番６８，１８番７１，１８番７４，１８番７５，１８番７９，１８番８０，１８番８１，１８番８２，

　　１８番８３，１８番１００の一部，池田上町６１番５４

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市長田区池田上町９２

　　　学校法人　玉田学園

　　　　　　理事長　旭　次郎

３　許可番号

　　　令和元年６月２５日　　　第６９６４号

　　（令和２年６月１６日　　　第１３７７号）

　　（令和２年７月２０日　　　第１３８５号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第４３９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８月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

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

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

　　区及び５工区

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市中央区脇浜海岸通２丁目２番４号

　　　神鋼不動産株式会社

　　　代表取締役　花岡　正浩

　　大阪市北区芝田一丁目１番４号　阪急ターミナルビル内

　　　阪急阪神不動産株式会社
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　　　代表取締役　若林　常夫

３　許可番号

　　　平成２８年１０月２４日　　第６７３４号

　　（平成２９年３月２日　　第１２９４号）

　　（平成３１年２月１５日　　第１３２８号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第４４０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８月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市須磨区車字大道１２５３番１，１２５３番２，１２５３番５の一部，１２５４番，１２４５番，１２４６番１，

　　１２４７番１，１２４４番４の一部，１２５２番の一部，１２５２番１，１２４４番１の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　大阪市北区天神橋２丁目４番１７号

　　　株式会社イー・グルーブ　

　　　代表取締役　塩釜　竜太

３　許可番号

　　　令和元年８月２０日　　　第６９７４号

　　（令和２年７月１日　　　第１３８０号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第４４１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８月１８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市東灘区青木２丁目２３３番１，２３５番，２３６番

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　明石市大久保町大窪４９７番地１

　　　関西住宅販売株式会社　

　　　代表取締役　横野　修三

３　許可番号

　　　令和元年１２月２３日　　　第　７００１　号
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２３５１

  水  道  局  

神戸市水道公告第５７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８月６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。）
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須磨（南落合）配水管取替工事Ｎｏ．３工 事 名

神戸市須磨区南落合２丁目他工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年６月３０日

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限

据付延長：φ７５－８０．２ｍ，φ１５０（給水）－４．１ｍ，φ１５０－１３１．３ｍ，

　　　　　φ２００－２２．８ｍ，φ３００－８７１．９ｍ

撤去延長：φ１５０（給水）－４．１ｍ，φ１５０－１８．９ｍ，φ２００－１１．７ｍ，

　　　　　φ３００－８８４．９ｍ

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前払金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。その他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし、下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は、特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，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。
施工実績



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法
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　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。

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷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７月３１日（金）～８月２１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



２３５３

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

　

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第５８号

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

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

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

第２１条の１４の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年８月１８日

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

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

第１日目　令和２年８月２４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２５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８月２６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



１　落札に係る特定役務の名称及び数量

　　奥畑－妙法寺連絡管整備工事（その１）

　　管きょ工（セグメント外径２，３５０㎜，Ｌ＝３，６９９ｍ，推進管内径１，２００㎜，Ｌ＝１４４ｍ）　

　　立坑工（シールド・推進兼用発進立坑，シールド到達立坑，推進到達立坑）　一式

　　作業ヤード整備工　一式

　　仮設工　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局経営企画課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　落札者を決定した日

　　令和２年６月２２日

４　落札者の氏名及び住所

　　西松・安場特定建設工事共同企業体

　　　　代表者　西松建設株式会社西日本支社

　　　　　　　　常務執行役員支社長　酒井　祥三

　　大阪市中央区釣鐘町２丁目４番７号

５　落札金額

　　２９億７，０００万円

６　契約の相手方を決定した手続

　　入札価格が規程第９条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内にあり，かつ技術評価

　点が標準（１００点）以上である入札者のうち，評価値の最も高い者を落札者としました。

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

　　令和２年４月３日

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第５９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７月８日

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

１　入札に付する事項

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３５４

須磨（板宿町他）配水管取替工事工 事 名

神戸市須磨区板宿町２丁目他工事場所

令和３年３月３１日完成期限

布設延長（ｍ）：φ５０（ＰＥ）－６９．２，φ７５（ＰＥ）－１．２，φ７５－１２０．６，

　　　　　　　　φ１００－２３１．１，φ１５０－２３３．５，φ２００－０．９

撤去延長（ｍ）：φ７５（ＨＩＶＰ）－３２．６，φ７５－１１．０，φ１００－３６．８，

　　　　　　　　φ１５０－４５６．０，φ２００－５７．９，φ３００－４９０．４

工事概要



２３５５

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

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　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式で

　ある場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合に

　は「受付最終日」と読み替えること。

その他



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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３５６

令和２年８月５日（水）～８月２５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８月２６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２７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８月２８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



２３５７

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

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

  交  通  局  

　

神戸市交通管理規程第１０号

　神戸市交通局契約規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和２年７月３１日

神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

　　　神戸市交通局契約規程の一部を改正する規程

　神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月５日規程第１５号）の一部を次のように改正する。

　第４６条及び第４７条を次のように改める。

第４６条及び第４７条　削除

　　　附　則

　この規程は，令和２年８月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　

神戸市交通管理規程第１１号

　神戸市交通局契約事務手続規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和２年７月３１日

神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

　　　神戸市交通局契約事務手続規程の一部を改正する規程

　神戸市交通局契約事務手続規程（昭和３９年８月２４日規程第１０号）の一部を次のように改正す

る。

　第２６条第１項中「物品等検査員候補者名簿に登録されたもののうちから」を削る。

　第２６条第２項を削除する。

　　　附　則

　この規程は，令和２年８月１日から施行する。

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第３１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８月５日

神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

との随意契約により締結する予定の有無



１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３５８

電気転てつ機更新工事（西神車庫他２箇所）工 事 名

神戸市西区美賀多台９丁目　西神・山手線　西神車庫　他２箇所工事場所

令和３年３月２６日完成期限

本工事は，神戸市高速鉄道西神・山手線および海岸線の信号保安設備のうち，

電気転てつ機の本体更新を行い，信頼度・保安度の向上を図るものである。
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

　鉄道事業者（私鉄・ＪＲ・公営鉄道）の駅又は車庫において，平成１７

年度以降に電気転てつ機の新設又は更新工事を元請として据付及び試験

調整を行い，完成させた施工実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

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，⑵⑶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

その他



２３５９

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

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

　す。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

令和２年８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年８月５日（水）～８月１８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）

　紙書類の提出は，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８月１９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年８月２０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８月２１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



　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８月１８日   神  戸  市  公  報   第３６７１号２３６０

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




