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▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和２年度（後期）西管内側溝整

　備単価契約工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（鵯越合葬墓記名版増設工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（緑が丘１丁目地区汚水管改築更新

　工事（その２））　［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（長田楠日尾線（六甲）電線共同溝

　整備工事（南工区））

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（兵庫区文化センター体育館床改修

　工事）  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（長尾住宅外壁改修他工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（市民防災総合センター訓練施設改

　修工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（鈴蘭台処理場　分場次亜注入設備

　更新工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和２年度　中央区・兵庫区内照

　明施設更新単価契約工事（その２））

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和２年度　北区内照明施設更新

　単価契約工事（その２））

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和２年度　西区内照明施設更新

　単価契約工事（その２））

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（市道野崎線（上野通５丁目）交差

　点改良工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（環境保健研究所火災報知設備更新

　工事）  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（御崎公園球技場総合操作盤他更新

　工事）  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（旧神戸高齢者総合ケアセンター空

　調設備他改修工事）［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（宮川町８丁目地区他汚水管改築更

　新工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（デュオドーム遮光遮熱対策等工事）

  ［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年度事務処理用ＰＣ借上げ）

  ［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

　（ＩＣＴ機器借上【神戸市特別支援学校】）

  ［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

　（ＩＣＴ機器借上【神戸市小学校後期その

　２】）  ［行財政局契約監理課］

区   役   所

▽自動車臨時運行許可番号標の失効

  　［灘区総務部市民課］

▽自動車臨時運行許可番号標の失効

  ［中央区総務部市民課］

▽自動車臨時運行許可番号標の失効

  ［兵庫区総務部市民課］

交   通   局

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（名谷車庫き電入切表示灯取替工事）

   　［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（名谷車両基地車両整備工場改修に

　伴う軌道改修工事） 　［交通局総務課］
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  規     則  

　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施行規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

　　令和２年８月２１日

　　　　　    神戸市長　久　元　喜　造　

神戸市規則第２６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施行規則の一部を改

　　　正する規則

　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施行規則（昭和５８年９月

規則第３６号）の一部を次のように改正する。

　第８条中「２，０００円」を「２，５００円」に，「４，０００円」を「５，０００円」に改める。

　第１３条第１項第２号及び第３号を次のように改める。

　⑵　未就学児（小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。）並びに学校教育法

　　（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する小学校，義務教育学校の前期課程及び特別支援

　　学校の小学部に在学する児童が使用するとき。　　　　

　　　駐車料の５割相当額の減額

　⑶　学校教育法第１条に規定する学校，同法第１２４条に規定する専修学校又は同法第１３４条第

　　１項に規定する各種学校に在学する者（未就学児及び前号に規定する児童を除く。）が定

　　期使用するとき。別表第１第２号の表に定める額から別表第２に定める額を差し引いた額

　　相当額の減額

　第１３条第１項第４号及び第５号を削り，同項第６号中「（小学校就学の始期に達するまでの

者をいう。以下同じ。）」及び「（回数券を利用しての使用を除く。）」を削り，同号を同項

第４号とし，同項第７号を同項第５号とし，同条第２項中「前項第７号」を「前項第５号」に

改め，同条第３項を次のように改める。

３　前項の規定にかかわらず，次の各号に掲げる者は，当該各号に定める書類の提示又は申請

　書の提出を省略することができる。

　⑴　第１項第１号の規定に基づき一時使用に係る駐車料の減額を受けようとする者　様式第

　　４号による定期使用申請書（新規・継続）兼駐車料減額申請書の提出

　⑵　第１項第２号の規定に基づき定期使用に係る駐車料の減額を受けようとする者　当該事

　　実を証する書類の提示

　⑶　第１項第２号の規定に基づき一時使用に係る駐車料の減額を受けようとする者　当該事

　　実を証する書類の提示及び定期使用申請書（新規・継続）　兼駐車料減額申請書の提出

　第１３条第６項中「第１項第６号ア」を「第１項第４号ア」に改め，「当該子育て減額許可

券」の次に「又は子育て減額許可確認証」を加え，同項を同条第７項とし，同条第５項中「第

１項第６号ア」を「第１項第４号ア」に改め，同項を同条第６項とし，同条第４項中「第１項

第６号ア」を「第１項第４号ア」に改め，同項を同条第５項とし，同条第３項の次に次の１項

を加える。

４　前項第２号又は第３号の規定により書類の提示を省略した者は，係員に書類の提示を求め
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　られたときは，当該書類を提示しなければならない。　

　第１５条第１項中「第１３条第１項第６号ア」を「第１３条第１項第４号ア」に改める。

　第１６条第１項第６号ウ中「工業標準化法」を「産業標準化法」に，「日本工業規格」を「日

本産業規格」に改める。

　様式第４号を次のように改める。
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　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，令和２年９月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

　（適用区分）

２　この規則による改正後の神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条

　例施行規則の規定は，撤去及び保管その他の措置をした自転車等（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。以下「条例」とい 

　う。）第２条第１号に規定する自転車等をいう。）につき，施行日以後に返還を受けた利用

　者等（条例第２条第４号に規定する利用者等をいう。）が負担すべき金額について適用する。

  訓  令  甲  

訓令甲第３号

庁　中　一　般　

区　　役　　所　

事　　業　　所　

　特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定

める。

　　令和２年８月２７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

　　　特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令

　特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程（平成４年１１月訓令甲第２号）の一部

を次のように改正する。

　第２条第１号中「及び第３号」を削る。

　別表第１企画調整局情報化戦略部の項を次のように改める。

　別表第１こども家庭局幼保振興課保育所の項の次に次のように加える。
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日曜日及び

土曜日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

⑴一般事務企画調整局情

報化戦略部

月曜日及び

火曜日又は

月曜日及び

１箇月間を

通じ火曜日

２日，火曜

日３日若し

くは水曜日

２日

午前１１時３０分から

午後８時１５分まで

⑵

午前９時から午後

５時４５分まで

⑶

午前９時３０分から

午後６時１５分まで

⑷



　別表第１こども家庭局こども家庭センターの項を次のように改める。

　別表第２こども家庭局こども家庭センターの項中「保育士」を「児童指導員，児童生活支援

員，保育士及び看護師」に改める。

　　　附　則

　この訓令は，令和２年９月１日から施行する。
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日曜日及び

土曜日

１時間午前８時１５分から

午後５時まで

⑴自動車運転

手

こども家庭局

総合療育セン

ター 午前８時４５分から

午後５時３０分まで

⑵

日曜日及び

土曜日

１時間午前８時２５分から

午後５時１０分まで

自動車運転

手

こども家庭局

東部療育セン

ター

日曜日及び

土曜日

１時間午前８時２５分から

午後５時１０分まで

自動車運転

手

こども家庭局

西部療育セン

ター

交替勤

務

１２週間を通

じ２４日

１時間午前８時４５分から

午後５時３０分まで

⑴児童指導員，

児童生活支

援員，保育

士及び看護

師

こども家庭局

こども家庭セ

ンター １時間午後１時１５分から

午後１０時まで

⑵

仮眠時間を

併せて５時

間３０分

午後１時１５分から

翌日午前１０時１５分

まで

⑶

２時間３０分午後４時１５分から

翌日午前１０時１５分

まで

⑷

交替勤

務

８週間を通

じ１６日

１時間午前９時から午後

５時４５分まで

⑴調理士

午前９時３０分から

午後６時１５分まで

⑵



２４４９

  告     示  

神戸市告示第４２１号

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の規定により用途地域の指定のない区域内の建築物の

容積率，建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める件（平成１６年３月神戸市告示第

５２６号）の一部を次のように改正し，都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年

法律第４３号）附則第１条本文に規定する施行の日から施行する。

　　令和２年８月２１日

（特定行政庁）神戸市長　久　元　喜　造　

　「第５２条第１項第６号」を「第５２条第１項第８号」に改める。

―――――――――――――――――

神戸市告示第４２２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２１日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　花隈自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市中央区花隈町１７番１２号  

　⑶　代表者の氏名  

　　　福島　龍一  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市中央区花隈町２８番１５号  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　代表者の氏名

　　　「濵野　勲」を「福島　龍一」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市中央区花隈町２３番２１号」を「神戸市中央区花隈町２８番１５号」に改める。 

３　変更の年月日   

　　令和２年４月２９日   

―――――――――――――――――

　

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号



神戸市告示第４３２号

　神戸市営住宅条例（平成９年４月条例第１２号。以下「市営住宅条例」という。）第７４条及び

神戸市厚生年金住宅条例（昭和４４年３月条例第４６号。以下「厚生年金住宅条例」という。）第

１７条の規定により，神戸市営住宅及び神戸市厚生年金住宅の指定管理者となった日本管財株式

会社及び神鋼不動産ジークレフサービス株式会社が，市営住宅条例第６８条第１項及び厚生年金

住宅条例第１５条の２第３項の規定により，その収入として収受する神戸市営住宅及び神戸市厚

生年金住宅の駐車場の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）について，市営住宅条例

第６８条第２項及び厚生年金住宅条例第１５条の２第４項の規定により承認をしたので，市営住宅

条例第６８条第４項及び厚生年金住宅条例第１５条の２第４項の規定により次のとおり告示する。

　　令和２年９月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　利用料金の額

　⑴　公営住宅（借上げに係るものを除く。）の共同施設として設置された駐車場の利用料金

　　ア　国の補助に係る公営住宅の共同施設として設置された駐車場及び都市再生住宅の共同

　　　施設として設置された駐車場の利用料金

２　施行日

　　令和２年１０月１日

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４３３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９月８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４５０

利用料金月額駐車場の名称公営住宅の名称

８，３００円神戸市営住宅王 駐車場神戸市営王 住宅

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

問リハビリ

テーション

令和２年

８月１日

兵庫県神戸市

北区松が枝町

３丁目１番７４

号

医療法人社団

恕和会

兵庫県神戸市

北区唐櫃台４

丁目３９－１

介護老人保健

施設　カトレ

ア六甲

２８５５０８０１２９

訪問リハビ

リテーショ

ン

令和２年

８月１日

兵庫県神戸市

北区松が枝町

３丁目１番７４

号

医療法人社団

恕和会

兵庫県神戸市

北区唐櫃台４

丁目３９－１

介護老人保健

施設　カトレ

ア六甲

２８５５０８０１２９

介護予防特

定施設入居

令和２年

８月１日

東京都港区六

本木１丁目４

ＨＩＴＯＷＡ

ケアサービス

兵庫県神戸市

東灘区青木２

イリーゼ神戸

青木

２８７０１０３４９２



２４５１

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４３４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９月８日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

者生活介護番５号株式会社丁目４番２６号

特定施設入

居者生活介

護

令和２年

８月１日

東京都港区六

本木１丁目４

番５号

ＨＩＴＯＷＡ

ケアサービス

株式会社

兵庫県神戸市

東灘区青木２

丁目４番２６号

イリーゼ神戸

青木

２８７０１０３４９２

介護予防短

期入所生活

介護

令和２年

８月１日

兵庫県神戸市

中央区吾妻通

５丁目２－２０

社会福祉法人

イエス団

兵庫県神戸市

兵庫区荒田町

３丁目４７番１

号

真愛あらたホ

ーム　空床型

短期入所生活

介護・介護予

防短期入所生

活介護

２８７０５０３５９２

短期入所生

活介護

令和２年

８月１日

兵庫県神戸市

中央区吾妻通

５丁目２－２０

社会福祉法人

イエス団

兵庫県神戸市

兵庫区荒田町

３丁目４７番１

号

真愛あらたホ

ーム　空床型

短期入所生活

介護・介護予

防短期入所生

活介護

２８７０５０３５９２

訪問介護令和２年

８月１日

大阪府大阪市

天王寺区上本

町六丁目２－

２６

株式会社シー

ヒューマン

兵庫県神戸市

長田区雲雀ケ

丘３丁目８－

２３

ケアセンター

ヒバリ

２８７０６０３４１８

訪問介護令和２年

８月１日

兵庫県神戸市

長田区六番町

八丁目１－１

テスラ長田

２０１

株式会社Ｌ＆

Ｍ

兵庫県神戸市

長田区六番町

八丁目１－１

テスラ長田

２０１

ケアサービス

　プレシア

２８７０６０３４２６

居宅介護支

援

令和２年

８月１日

大阪府門真市

北島町１２番２０

号

社会福祉法人

　晋栄福祉会

兵庫県神戸市

垂水区高丸６

丁目７番２号

神戸垂水ちど

りケアマネジ

メント

２８７０８０４３０５

訪問介護令和２年

８月１日

兵庫県神戸市

垂水区天ノ下

町１－１ウエ

ステ垂水１２０

号

株式会社ウエ

ントライフコ

ーポレーショ

ン

兵庫県神戸市

垂水区天ノ下

町１－１ウエ

ステ垂水１２０

号

ウエントライ

フ訪問介護ス

テーション

２８７０８０４３１３

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



―――――――――――――――――

神戸市告示第４３５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９月８日

     神戸市長　久　元　喜　造

　  　　

―――――――――――――――――

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４５２

介護予防訪

問サービス

令和２年

８月１日

大阪府大阪市

天王寺区上本

町六丁目２－

２６

株式会社シー

ヒューマン

兵庫県神戸市

長田区雲雀ケ

丘３丁目８－

２３

ケアセンター

ヒバリ

２８７０６０３４１８

介護予防訪

問サービス

令和２年

８月１日

兵庫県神戸市

長田区六番町

八丁目１－１

テスラ長田

２０１

株式会社Ｌ＆

Ｍ

兵庫県神戸市

長田区六番町

八丁目１－１

テスラ長田

２０１

ケアサービス

　プレシア

２８７０６０３４２６

生活支援訪

問サービス

令和２年

８月１日

兵庫県神戸市

長田区六番町

八丁目１－１

テスラ長田

２０１

株式会社Ｌ＆

Ｍ

兵庫県神戸市

長田区六番町

八丁目１－１

テスラ長田

２０１

ケアサービス

　プレシア

２８７０６０３４２６

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

８月１日

東京都港区北

青山２－７－

１３　プラセオ

青山ビル

株式会社ユニ

マットリタイ

アメント・コ

ミュニティ

兵庫県神戸市

須磨区高倉台

６丁目１４－２２

神戸須磨ケア

センターそよ

風

２８９０７００２７７

認知症対応

型共同生活

介護

令和２年

８月１日

東京都港区北

青山２－７－

１３　プラセオ

青山ビル

株式会社ユニ

マットリタイ

アメント・コ

ミュニティ

兵庫県神戸市

須磨区高倉台

６丁目１４－２２

神戸須磨ケア

センターそよ

風

２８９０７００２７７

介護予防小

規模多機能

型居宅介護

令和２年

８月１日

兵庫県神戸市

長田区東尻池

町三丁目６番

２７号

社会福祉法人

報恩感謝会

兵庫県神戸市

垂水区星陵台

３－１－１

ほほえみ星陵

台

２８９０８００５５６

小規模多機

能型居宅介

護

令和２年

８月１日

兵庫県神戸市

長田区東尻池

町三丁目６番

２７号

社会福祉法人

報恩感謝会

兵庫県神戸市

垂水区星陵台

３－１－１

ほほえみ星陵

台

２８９０８００５５６



２４５３

神戸市告示第４３６号

　次の施設について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第９４条第１項の許可をしたので，

同法第１０４条の２第１号の規定により告示する。

　　令和２年９月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４３７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８２条第２項

並びに第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８５条第２号並びに第１１５条の１０第２号の規定により告示する。

　　令和２年９月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４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

問リハビリ

テーション

令和２年

７月３１日

兵庫県三木市

大村８７１－３

介護老人保健

施設カトレア

六甲

兵庫県神戸市

北区唐櫃台４

丁目３９－１

介護老人保健

施設カトレア

六甲

２８５５０８００８７

訪問リハビ

リテーショ

ン

令和２年

７月３１日

兵庫県三木市

大村８７１－３

介護老人保健

施設カトレア

六甲

兵庫県神戸市

北区唐櫃台４

丁目３９－１

介護老人保健

施設カトレア

六甲

２８５５０８００８７

居宅介護支

援

令和２年

７月３１日

京都府宇治市

五ケ庄広岡谷

２番地の１８５

居宅介護支援

事業所ハート

フリー

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

居宅介護支援

事業所ハート

フリー

２８７０１０２９０８

居宅介護支

援

令和２年

７月３１日

東京都港区六

本木１丁目４

番５号

イリーゼ神戸

青木居宅介護

支援事業所

兵庫県神戸市

東灘区青木２

丁目４番２６号

イリーゼ神戸

青木居宅介護

支援事業所

２８７０１０３１７９

訪問介護令和２年

７月３１日

東京都港区六

本木１丁目４

番５号

イリーゼ神戸

青木訪問介護

センター

兵庫県神戸市

東灘区青木２

丁目４番２６号

イリーゼ神戸

青木訪問介護

センター

２８７０１０３１８７

居宅介護支

援

令和２年

７月３１日

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

株式会社愛

ホームサービ

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

株式会社愛

ホームサービ

２８７０５００２６７

サービス

種類

許可年月日許可申請者の

所在地

許可申請者の

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

介護老人保

健施設

令和２年

８月１日

兵庫県神戸市

北区松が枝町

３丁目１番７４

号

医療法人社団

恕和会

兵庫県神戸市

北区唐櫃台４

丁目３９－１

介護老人保健

施設　カトレ

ア六甲

２８５５０８０１２９



―――――――――――――――――

神戸市告示第４３８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９月８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４５４

８丁目２－２０ス８丁目２－２０ス

訪問介護令和２年

７月３１日

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

８丁目２－２０

株式会 社愛

ホームサービ

ス

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

八丁目２番２０

号

株式会社愛

ホームサービ

ス

２８７０５０２４６１

訪問介護令和２年

７月３１日

兵庫県神戸市

中央区海岸通

４番地新明海

ビル３０５号

ヘルパーステ

ーション十人

十色　神戸長

田

兵庫県神戸市

長田区雲雀ケ

丘３－８－２３

ヘルパーステ

ーション十人

十色　神戸長

田

２８７０６０３３０１

居宅介護支

援

令和２年

７月３１日

東京都千代田

区神田駿河台

２－９

ニチイケアセ

ンター西神南

兵庫県神戸市

西区井吹台東

町１丁目１－

１西神南セン

タービル３階

ニチイケアセ

ンター西神南

２８７５２０２９１９

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

７月３１日

東京都港区六

本木１丁目４

番５号

イリーゼ神戸

青木訪問介護

センター

兵庫県神戸市

東灘区青木２

丁目４番２６号

イリーゼ神戸

青木訪問介護

センター

２８７０１０３１８７

介護予防訪

問サービス

令和２年

７月３１日

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

８丁目２－２０

株式会 社愛

ホームサービ

ス

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

八丁目２番２０

号

株式会社愛

ホームサービ

ス

２８７０５０２４６１

介護予防訪

問サービス

令和２年

７月３１日

兵庫県神戸市

中央区海岸通

４番地新明海

ビル３０５号

ヘルパース

テーション十

人十色　神戸

長田

兵庫県神戸市

長田区雲雀ケ

丘３－８－２３

ヘルパーステ

ーション十人

十色　神戸長

田

２８７０６０３３０１

生活支援訪

問サービス

令和２年

７月３１日

兵庫県神戸市

中央区海岸通

４番地新明海

ビル３０５号

ヘルパース

テーション十

人十色　神戸

長田

兵庫県神戸市

長田区雲雀ケ

丘３－８－２３

ヘルパーステ

ーション十人

十色　神戸長

田

２８７０６０３３０１



２４５５

神戸市告示第４３９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９９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１０４条の２第２号の規定により告示する。

　　令和２年９月８日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第４４０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９月８日　

     神戸市長　久　元　喜　造

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

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

８月１日

兵庫県神戸市

長田区六番町

八丁目１－１

テスラ長田

２０１

株式会社Ｌ＆

Ｍ

兵庫県神戸市

長田区六番町

八丁目１－１

テスラ長田

２０１

ケアサービス

　プレシア

２８１０６０１８１１

重度訪問介

護

令和２年

８月１日

兵庫県神戸市

長田区六番町

八丁目１－１

テスラ長田

２０１

株式会社Ｌ＆

Ｍ

兵庫県神戸市

長田区六番町

八丁目１－１

テスラ長田

２０１

ケアサービス

　プレシア

２８１０６０１８１１

居宅介護令和２年

８月１日

兵庫県神戸市

垂水区天ノ下

町１－１ウエ

ステ垂水１２０

号

株式会社ウエ

ントライフコ

ーポレーショ

ン

兵庫県神戸市

垂水区天ノ下

町１－１ウエ

ステ垂水１２０

号

ウエントライ

フ訪問介護ス

テーション

２８１０８０１５９３

居宅介護令和２年

８月１日

兵庫県芦屋市

船戸町３－２４

－１ＭＴビル

２０２号

株式会社ケア

ーコミュニケ

ーションズ

兵庫県神戸市

東灘区住吉宮

町４－４－１

きらら住吉２

Ｆ

ケアーコミュ

ニケーション

ズ神戸

２８１０１０１２４２

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

介護老人保

健施設

令和２年７

月３１日

兵庫県三木市

大村８７１－３

介護老人保健

施設カトレア

六甲

兵庫県神戸市

北区唐櫃台４

丁目３９－１

介護老人保健

施設カトレア

六甲

２８５５０８００８７



　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４４１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９月８日

     神戸市長　久　元　喜　造

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４４２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９月９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９月２２日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年９月８日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４５６

重度訪問介

護

令和２年

８月１日

兵庫県芦屋市

船戸町３－２４

－１ＭＴビル

２０２号

株式会社ケア

ーコミュニケ

ーションズ

兵庫県神戸市

東灘区住吉宮

町４－４－１

きらら住吉２

Ｆ

ケアーコミュ

ニケーション

ズ神戸

２８１０１０１２４２

サービスの

種類

廃止の

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

居宅介護令和２年７

月３１日

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

８丁目２－２０

株式会社　愛

ホームサービ

ス

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

８丁目２－２０

　グラツィエ

愛

株式会社愛

ホームサービ

ス

２８１０５０１５１６

重度訪問介

護

令和２年７

月３１日

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

８丁目２－２０

株式会社　愛

ホームサービ

ス

兵庫県神戸市

兵庫区下沢通

８丁目２－２０

　グラツィエ

愛

株式会社愛

ホームサービ

ス

２８１０５０１５１６

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



２４５７

  公    告  

神戸市公告第４５８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２１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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

北神戸田園スポーツ公園便所改築工事工 事 名

神戸市北区有野町二郎７５３－１工事場所

令和３年２月１２日完成期限

公衆便所新築・既設便所撤去工事，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

最大　　４．５０

最小　　４．５０

３７．１０新神戸市垂水区歌敷山１丁目

１７８１番２０地先から

神戸市垂水区歌敷山１丁目

１７８１番２４地先まで

西垂水１０１

号線

市道

最大　　３．８０

最小　　３．８０

３７．１０旧

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。

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４５８

　・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８月２１日（金）～８月２８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３１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１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９月２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



２４５９

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４５９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２１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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

　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

総合運動公園ユニバー記念競技場大型映像装置更新工事工 事 名

神戸市須磨区緑台工事場所

令和３年３月３１日完成期限

総合運動公園ユニバー記念競技場の大型映像装置更新に伴う電気設備工事一式。工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　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
建設業の許可



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４６０

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，「電気専門」を登

録業種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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２１日（金）～９月４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

受付期間



２４６１

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４６０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２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

第１日目　令和２年９月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月８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９月９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

５時

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



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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４６２

長田公民館別館空調設備改修工事工 事 名

神戸市長田区四番町４丁目５４番地工事場所

令和２年１２月２８日完成期限

長田公民館別館の空調設備改修に伴う機械電気設備他工事一式工事概要

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

　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

その他



２４６３

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年８月２１日（金）～８月２８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３１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１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９月２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



　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４６１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２１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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４６４

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

鵯越墓園低圧配電線更新工事工 事 名

神戸市北区山田町下谷上字中一里山１２―１工事場所

令和３年１月２９日完成期限

鵯越墓園内の低圧配電線を更新する工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般Ｂ又はＣ

　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

その他



２４６５

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

　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８月２１日（金）～８月２８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３１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１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９月２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



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４６２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２１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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４６６

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

神若保育所外壁改修他工事工 事 名

神戸市中央区神若通２－３－７工事場所

令和３年３月１８日完成期限

外壁・屋根・内装改修工事，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。その他



２４６７

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

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。

令和２年８月２１日（金）～８月２８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３１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

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



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４６３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２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４６８

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

令和２年９月２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

令和２年度（後期）東部管内側溝整備単価契約工事工 事 名

神戸市東灘区，灘区内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，管内各所における側溝整備工事を実施するものであり，工事の詳細

は設計図書，特記仕様書に示す。

各単価には，必要とする諸経費を含んだ単価である。

工事概要



２４６９

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和２年１０月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ｂ，Ｃ，Ｄのいずれか等級

土木一般の総合点数が７３０点以上

平成３０・３１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　令和２年８月２１日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・令和２年度（後期）中部管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）北管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）西部管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）垂水管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）西管内側溝整備単価契約工事

その他

令和２年８月２１日（金）～８月２８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



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４６４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２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４７０

第１日目　令和２年８月３１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１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９月２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

令和２年度（後期）中部管内側溝整備単価契約工事工 事 名



２４７１

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

神戸市中央区，兵庫区工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，管内各所における側溝整備工事を実施するものであり，工事の詳細

は設計図書，特記仕様書に示す。

各単価には，必要とする諸経費を含んだ単価である。

工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和２年１０月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ｂ，Ｃ，Ｄのいずれか等級

土木一般の総合点数が７３０点以上

平成３０・３１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　令和２年８月２１日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・令和２年度（後期）東部管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）北管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）西部管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）垂水管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）西管内側溝整備単価契約工事

その他



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４７２

令和２年８月２１日（金）～８月２８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３１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１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９月２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



２４７３

神戸市公告第４６５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２１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。）

３　入札に必要な書類を示す場所

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

令和２年度（後期）北管内側溝整備単価契約工事工 事 名

神戸市北区内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，管内各所における側溝整備工事を実施するものであり，工事の詳細

は設計図書，特記仕様書に示す。

各単価には，必要とする諸経費を含んだ単価である。

工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和２年１０月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ｂ，Ｃ，Ｄのいずれか等級

土木一般の総合点数が７３０点以上

平成３０・３１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　令和２年８月２１日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・令和２年度（後期）東部管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）中部管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）西部管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）垂水管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）西管内側溝整備単価契約工事

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４７４

令和２年８月２１日（金）～８月２８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３１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１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９月２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



２４７５

　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４６６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２１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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

令和２年度（後期）西部管内側溝整備単価契約工事工 事 名

神戸市長田区，須磨区内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，管内各所における側溝整備工事を実施するものであり，工事の詳細

は設計図書，特記仕様書に示す。

各単価には，必要とする諸経費を含んだ単価である。

工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和２年１０月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ｂ，Ｃ，Ｄのいずれか等級

土木一般の総合点数が７３０点以上

平成３０・３１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　令和２年８月２１日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・令和２年度（後期）東部管内側溝整備単価契約工事

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）（以下「契約監理課」という。）

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４７６

　　・令和２年度（後期）中部管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）北管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）垂水管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）西管内側溝整備単価契約工事

令和２年８月２１日（金）～８月２８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３１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１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９月２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



２４７７

　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４６７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２１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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年度（後期）垂水管内側溝整備単価契約工事工 事 名

神戸市垂水区内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，管内各所における側溝整備工事を実施するものであり，工事の詳細

は設計図書，特記仕様書に示す。

各単価には，必要とする諸経費を含んだ単価である。

工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和２年１０月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ｂ，Ｃ，Ｄのいずれか等級

土木一般の総合点数が７３０点以上

平成３０・３１年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４７８

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　令和２年８月２１日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・令和２年度（後期）東部管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）中部管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）北管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）西部管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）西管内側溝整備単価契約工事

令和２年８月２１日（金）～８月２８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３１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１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９月２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



２４７９

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４６８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２１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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年度（後期）西管内側溝整備単価契約工事工 事 名

神戸市西区内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，管内各所における側溝整備工事を実施するものであり，工事の詳細

は設計図書，特記仕様書に示す。

各単価には，必要とする諸経費を含んだ単価である。

工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和２年１０月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種



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）（以下「契約監理課」という。）

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４８０

土木Ｂ，Ｃ，Ｄのいずれか等級

土木一般の総合点数が７３０点以上

平成３０・３１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　令和２年８月２１日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　・令和２年度（後期）東部管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）中部管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）北管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）西部管内側溝整備単価契約工事

　　・令和２年度（後期）垂水管内側溝整備単価契約工事

その他

令和２年８月２１日（金）～８月２８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３１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１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９月２日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す方 法



２４８１

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４６９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２１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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

鵯越合葬墓記名版増設工事工 事 名

神戸市北区山田町下谷上（鵯越墓園きょうちくとう地区西）工事場所

令和２年１２月３１日完成期限

土工：１式，　舗装工：１式，施設工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なう事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可



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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４８２

土木Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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２１日（金）～８月２８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



２４８３

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４７０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２１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

第１日目　令和２年８月３１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１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９月２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　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」

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

緑が丘１丁目地区汚水管改築更新工事（その２）工 事 名

神戸市須磨区緑が丘１丁目工事場所



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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４８４

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日完成期限

管きょ更生工　φ２００㎜　Ｌ＝３７．１０ｍ，φ２５０㎜　Ｌ＝６８７．８１ｍ

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

　　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

その他



２４８５

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

令和２年８月２１日（金）～９月４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

　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９月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月８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９月９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



　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４７１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２１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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４８６

長田楠日尾線（六甲）電線共同溝整備工事（南工区）工 事 名

神戸市灘区六甲町１丁目～２丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

工事延長Ｌ＝２３０ｍ，土木一式，舗装工一式，

管路工Ｌ＝４，８１７ｍ，照明工一式，区画線工一式
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なう事後審査型を適用する。そ の 他

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ

　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



２４８７

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４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，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２１日（金）～９月４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９月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月８日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法



８　入札保証金

　　神戸市契約規則（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４７２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２６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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４８８

令和２年９月９日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

兵庫区文化センター体育館床改修工事工 事 名

神戸市兵庫区羽坂通４‐１－１工事場所

令和３年３月３０日完成期限

文化センター２階体育館床改修，バレー及びバトミントン金具改修工事工事概要

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



２４８９

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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２６日（水）～９月１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４７３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２６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４９０

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年９月２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月３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９月４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



２４９１

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

長尾住宅外壁改修他工事工 事 名

神戸市長田区長尾町１丁目１－１工事場所

令和３年２月２６日完成期限

防水・外壁・塗装・屋外付帯・共用部照明設置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



　　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

　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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４９２

令和２年８月２６日（水）～９月１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９月２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月３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９月４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



２４９３

　　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４７４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２６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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

市民防災総合センター訓練施設改修工事工 事 名

神戸市北区ひよどり北町３－１工事場所

令和３年２月１０日完成期限

訓練棟屋上防水・鉄部塗装・登はん訓練用ボード塗装改修工事，危険物庫外壁・

屋根・塗装・建具改修工事，障害突破施設高塀板張替え・塗装・煙道床板張替

え・屋根張替え工事

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。

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。

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４９４

　・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８月２６日（水）～９月１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９月２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月３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９月４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



２４９５

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４７５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２６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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４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

鈴蘭台処理場　分場次亜注入設備更新工事工 事 名

神戸市兵庫区烏原町譲原　鈴蘭台処理場内工事場所

令和３年３月２５日完成期限

本工事は鈴蘭台処理場の分場次亜注入設備の更新を行うものである。

分場次亜注入設備工　１式　
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可建設業の許可

⑴　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。

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４９６

　・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。

令和２年８月２６日（水）～９月１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９月２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月３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



２４９７

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４７６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２６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

令和２年９月４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

令和２年度　中央区・兵庫区内照明施設更新単価契約工事（その２）工 事 名

神戸市中央区，兵庫区内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，照明施設及びこれに付帯する道路小規模附属物の更新及び新設等の

工事である。

各単価は，必要とする諸経費を含んだ単価である。

工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。
そ の 他



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２４９８

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般Ａ，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。

その他

第１日目　令和２年９月２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月３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２６日（水）～９月１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９月４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



２４９９

　　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４７７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２６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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

令和２年度　北区内照明施設更新単価契約工事（その２）工 事 名

神戸市北区内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，照明施設及びこれに付帯する道路小規模附属物の更新及び新設等の

工事である。

各単価は，必要とする諸経費を含んだ単価である。

工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。
そ の 他

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般Ａ，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
等級

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２５００

請負入札参加資格における等級いう。

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。

その他

令和２年８月２６日（水）～９月１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９月２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月３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９月４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



２５０１

　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４７８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２６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。）

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年度　西区内照明施設更新単価契約工事（その２）工 事 名

神戸市西区内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，照明施設及びこれに付帯する道路小規模附属物の更新及び新設等の

工事である。

各単価は，必要とする諸経費を含んだ単価である。

工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 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。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。
そ の 他

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般Ａ，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。

その他



　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）（以下「契約監理課」という。）

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

　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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２５０２

令和２年８月２６日（水）～９月１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

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９月２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月３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９月４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



２５０３

　　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４７９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２６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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

市道野崎線（上野通５丁目）交差点改良工事工 事 名

神戸市灘区上野通５丁目工事場所

令和２年１２月２５日完成期限

工事延長Ｌ＝１２０ｍ，　土工　一式，　排水構造物工　一式，

区画線工　一式，　車道舗装工　一式，　歩道舗装工　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なう事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

土木Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２５０４

　　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８月２６日（水）～９月１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９月２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月３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９月４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



２５０５

　　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４８０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２６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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４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

環境保健研究所火災報知設備更新工事工 事 名

神戸市中央区港島中町４丁目６―５工事場所

令和３年２月２６日完成期限

環境保健研究所の火災報知整備更新工事一式。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

消防施設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「消防施設」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　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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２５０６

　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。

令和２年８月２６日（水）～９月１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９月２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月３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



２５０７

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４８１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２６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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和２年９月４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

御崎公園球技場総合操作盤他更新工事工 事 名

神戸市兵庫区御崎町１丁目２－２工事場所

令和３年２月２６日完成期限

御崎公園球技場の総合操作盤他の更新工事一式工事概要

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２５０８

単独企業形態

消防施設工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「消防施設」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　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２６日（水）～９月４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

受付期間



２５０９

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４８２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２６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

　後８時）

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９月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月８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９月９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



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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２５１０

旧神戸高齢者総合ケアセンター空調設備他改修工事工 事 名

神戸市中央区日暮通５丁目５番８号工事場所

令和３年２月１５日完成期限

３階，４階の空調設備改修に伴う，機械設備，電気設備，建築工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

管一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

その他



２５１１

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年８月２６日（水）～９月４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９月７日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月８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９月９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



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４８３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２６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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２５１２

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

宮川町８丁目地区他汚水管改築更新工事工 事 名

神戸市長田区宮川町８丁目他工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年５月３１日完成期限

管きょ更生工　φ１５０　Ｌ＝５．８９ｍ，φ２００　Ｌ＝３３．０３ｍ，

　　　　　　　φ２５０　Ｌ＝５９６．２６ｍ，

管きょ工（開削）Ｋ１φ２００　Ｌ＝２８．１０ｍ

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

その他



２５１３

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

　及び②に該当する技術者とすること。

　　①上記工法に関する施工監理技術の研修又は講習を修了した者。

　　②下水道管路更生管理技士（一般社団法人　日本管路更生工法品質

　　確保協会），下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）（公益社

　　団法人　日本下水道管路管理業協会）又は，下水道管きょ更生施工

　　管理技士（一般社団法人　日本管更生技術協会）の資格を有する者。

⑷　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑸　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑷⑸中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，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。

令和２年８月２６日（水）～９月８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４８４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２６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２５１４

第１日目　令和２年９月９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１０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９月１１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

デュオドーム遮光遮熱対策等工事工 事 名

神戸市中央区東川崎町１丁目２－３工事場所



２５１５

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

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　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３年３月１５日完成期限

可動ドームサッシの遮光遮熱対策のためのシェード設置工事　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



　　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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２５１６

令和２年８月２６日（水）～９月８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９月９日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１０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９月１１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



２５１７

　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４８５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２６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年度事務処理用ＰＣ借上げ

　⑵　数量

　　　一式

　⑶　賃貸場所

　　　神戸市役所本庁舎他

　⑷　賃貸借期間

　　　令和３年３月１日から令和８年２月２８日

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　当該賃借物品の保守等を迅速かつ適切に行えること。

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　０７８－３２２－５６９６）

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

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９月９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９月９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　０７８－３２２－５６９６）

 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９月１０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９月１１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　０７８－３２２－５６９６）

  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１５日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年１０月１６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１６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１５

　　　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　０７８－３２２－５６９６）

 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１６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　０７８－３２２－５６９６）

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

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

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ができます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。

　　ただし，令和２年９月１１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　その他

　　この契約は，１月あたりの単価契約とします。

１７　Summary

　⑴　Contract Content :A lease contract for personal computers for processing 

　　office work in the 2020 business year. 

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. September 11, 2020.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. October 16, 2020. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5696

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第４８６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
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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２６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

　　　ＩＣＴ機器借上【神戸市特別支援学校】

　⑵　数量

　　　電子黒板機能付プロジェクタ１０式，電子黒板機能付ディスプレイ４０式等

　⑶　賃貸借場所

　　　神戸市立特別支援学校５校

　⑷　賃貸借期間

　　　令和３年１月１日から令和９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・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　０７８－３２２－５６９６）

　　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９月９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
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　　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９月９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　０７８－３２２－５６９６）

 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９月１０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９月１１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　０７８－３２２－５６９６）

  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１５日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年１０月１６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１６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１５

　　　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。）
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　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

 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１６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　０７８－３２２－５６９６）

　　　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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。
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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９月１１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本市の休日を除く午前９時から午後５

　時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，１月あたりの単価契約とします。

１７　本調達後において予定する一連の調達（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

　　　ＩＣＴ機器借上

　⑵　数量

　　　電子黒板プロジェクタ１，２００式等

　⑶　公告予定時期

　　　令和２年９月以降

１８　当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付

　　令和２年７月２９日

１９　Summary

　⑴　Contract Content : Leasing of display with electronic blackboard and projector 

　　with electronic blackboard (Kobe municipal special needs school).

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. September 11, 2020.

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

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5696

―――――――――――――――――

神戸市公告第４８７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８月２６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

　　　ＩＣＴ機器借上【神戸市小学校後期その２】

　⑵　数量

　　　電子黒板機能付プロジェクタ１０式等

　⑶　賃貸借場所

　　　神戸市立小学校１０校

　⑷　賃貸借期間

　　　令和３年１月１日から令和９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・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　０７８－３２２－５６９６）

　　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９月９日（水）まで

　⑵　交付方法
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　　　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９月９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　０７８－３２２－５６９６）

 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９月１０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９月１１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　０７８－３２２－５６９６）

  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１５日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年１０月１６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１６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１５
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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　０７８－３２２－５６９６）

 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１６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　０７８－３２２－５６９６）

　　　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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　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９月１１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本市の休日を除く午前９時から午後５

　時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，１月あたりの単価契約とします。

１７　本調達後において予定する一連の調達（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

　　　ＩＣＴ機器借上

　⑵　数量

　　　電子黒板プロジェクタ１，２００式等

　⑶　公告予定時期

　　　令和２年９月以降

１８　当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付

　　令和２年７月２９日

１９　Summary

　⑴　Contract Content : Projector lease with electronic blackboard (Second half of 

　　elementary school).

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. September 11, 2020.

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

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5696

 

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２５２８



２５２９

  区  役  所  

神戸市灘区公告第３２号

　次の臨時運行許可番号標（以下「番号標」という。）を失効したので，公告します。

　　令和２年８月１９日

神戸市灘区長　中　西　理香子　

―――――――――――――――――

神戸市中央区公告第４３号 

　次の臨時運行許可番号標（以下「番号標」という。）が失効したので，神戸市自動車臨時運

行許可規則（昭和２８年３月規則第１４号）第５条第３項の規定により公告します。

　　令和２年８月２４日

神戸市中央区長　清　家　久　樹　

―――――――――――――――――

神戸市兵庫区公告第３８号

　次の臨時運行許可番号標（以下「番号標」という。）が失効したので，神戸市自動車臨時運

行許可規則（昭和２８年３月規則第１４号）第５条第３項の規定により公告します。

　　令和２年８月１９日

神戸市兵庫区長　小　林　隆一郎　
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失効年月日番号標に記載された番号

令和２年８月１９日神戸　２６－１０　神戸

失効年月日番号標に記載された番号

令和２年８月１２日神戸　３６－７９　神戸

令和２年８月１２日神戸　３６－５３　神戸

令和２年８月１２日神戸　３６－７１　神戸

失効年月日番号標に記載された番号

令和２年８月１９日神戸　５６－１２　神戸

令和２年８月１９日神戸　５４－４７　神戸



  交  通  局  

　

神戸市交通公告第３４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２１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。）
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名谷車庫き電入切表示灯取替工事工 事 名

神戸市須磨区西落合２丁目　名谷車庫工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，名谷車庫の老朽化したき電入切表示灯及び番線表示灯の取替を行う

ものである。
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

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。

その他



２５３１

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。

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号

※　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２１日（金）～８月２８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３１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１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９月２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



　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３５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２６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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２５３２

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

名谷車両基地車両整備工場改修に伴う軌道改修工事工 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３０日完成期限

車両整備工場の改修に伴い，一部軌道の改修を行う。

軌道撤去　１３４単線ｍ，軌道復旧　１１８単線ｍ，ＰＣまくらぎ配置　４８本

ＲＣまくらぎ配置　２２０本，ケーブルピット新設　１式

工事概要

各会計年度ごとに，当該会計年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２

割以内）の額を支払う。
前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行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（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

⑴　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

その他



２５３３

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９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４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。

令和２年８月２６日（水）～９月１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９月２日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月３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９月４日（金）午前１０時３０分日 時



８　入札保証金

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

　す。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

令和２年９月８日   神  戸  市  公  報   第３６７４号 ２５３４

　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


