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２６３９

  告     示  

神戸市告示第４４４号

　特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第６１条の規定により，特例認定特定非営利活

動法人の特例認定が効力を失ったため，同法第６２条により準用する同法第５７条第２項の規定に

より，次のとおり告示する。

　　令和２年９月４日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　名称

　　特定非営利活動法人まなびと

２　主たる事務所の所在地

　　神戸市中央区山本通二丁目６－１９Ｖｉｊａｙマンション２階２０１号室

３　代表者の氏名

　　中山　迅一

４　失効の理由

　　特例認定特定非営利活動法人の特例認定の有効期間が経過したため

５　失効年月日 

　　令和２年８月１７日

―――――――――――――――――

神戸市告示第４５０号

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により，事業系ごみの処分

に係る手数料及び物品売払代金の収納事務を次の者に委託する。

　　令和２年９月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　委託先

２　委託期間

　　令和２年８月２０日から令和３年３月３１日まで

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第４５１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

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１０月７日まで一般の縦覧

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号

所在地名称

神戸市中央区雲井通２丁目１番２９－２０４号株式会社リョーサン



に供する。

　　令和２年９月２３日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第４５２号

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

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

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

　　令和２年９月２３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造

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

　保管した自転車等の台数，撤去及び保管した年月日並びに問い合わせ先別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　⑴　西部保管所・西代保管所

　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

　⑵　須磨保管所・名谷保管所

　　ア　火曜日・木曜日　午後３時から午後７時まで

　　　　（ただし，即時撤去日より７日間は⑴と同様の運用とする。）

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６４０

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）

新旧

別　
区　　　　間路線名

道路の

種類　

最大 　１２．５０

最小　　８．４０

１３．９０新神戸市北区ひよどり北町１丁

目３番１地先から

神戸市北区ひよどり北町１丁

目３番１地先まで

ひよどり台

４８号線

市道

最大 　１６．００

最小 　１０．７０

１３．９０旧



２６４１

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

  公    告  

神戸市公告第５２８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９月４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２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号

問 い 合 わ せ 先
撤去及び保管した

年月日

撤去及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管および

返還の場所

神戸市須磨区妙法寺字ヌメリ石

１番地の１

建設局西部建設事務所

電話　７４２－２４２４

令和２年８月３１日

台６０自転車

長田区管内長期放置
長田区御屋敷通２丁目６番

西部保管所
台１原動機付自転車

神戸臨床研究情報センター空調機更新工事工 事 名

神戸市中央区港島南町１丁目５－４工事場所

令和３年２月２６日完成期限

神戸臨床研究情報センター１・２階の空調機更新に伴う　

機械設備工事・電気設備工事一式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可

　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。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６４２

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９月４日（金）～９月１１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１４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１５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

方 法



２６４３

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５２９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９月４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号

入札説明書等によります。

令和２年９月１６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

西神斎場・西神墓園受変電設備他改修工事工 事 名

神戸市西区神出町南字美濃谷６００他工事場所

令和３年２月１２日完成期限

西神斎場の火葬炉更新に伴う受変電設備改修及び西神墓園の受変電設備更新に

伴う電気設備工事一式
工事概要



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　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２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６４４

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

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



２６４５

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２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号

令和２年９月４日（金）～９月１１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１４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１５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１６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



神戸市公告第５３０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９月４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２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６４６

デュオこうべ浜の手店舗区画シャッター他改修工事工 事 名

神戸市中央区東川崎町１－２－３工事場所

令和２年１２月２５日完成期限

地上建物のタイル部・腰壁部・石張り部の補修，地下街店舗区画防火シャッタ

ー改修，ドーム下部床石張替え
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

その他



２６４７

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年９月４日（金）～９月１１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１４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１５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１６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



　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５３１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９月４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２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６４８

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

神戸複合産業団地　駐車場整備工事工 事 名

神戸市西区見津が丘１丁目１６－３　神戸市西区見津が丘１丁目１３－２工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

［見津が丘１丁目１６－３駐車場整備工］駐車台数：９８台　

　駐車場舗装：２，３８２㎡　区画線工一式　付属施設工一式　排水構造物工一式

［見津が丘１丁目１３－２駐車場整備工］駐車台数：１２９台　

　駐車場舗装：３，１５９㎡　区画線工一式　付属施設工一式　排水構造物工一式

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

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

土木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

その他



２６４９

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２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和２年９月４日（金）～９月１１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１４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１５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



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５３２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９月４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６５０

令和２年９月１６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

マンホールポンプ施設他電気設備工事工 事 名

神戸市北区山田町谷上古々山（古々山マンホールポンプ施設），

その他市内１４か所　

神戸市北区山田町衝原南山１７－３（衝原流量計施設）

工事場所

令和３年３月１７日完成期限

本工事は，マンホールポンプ施設（１５か所）の動力制御盤及び，衝原流量計施

設の流量計変換器盤の更新を施工するものであり，その概要は下記のとおりで

ある。

１．マンホールポンプ施設他電気設備工　１式

工事概要



２６５１

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２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

下記⑴，⑵いずれかの実績があること。

⑴　下水道法上の，終末処理場又はポンプ場もしくは農業集落排水事業

　の集落排水処理施設において，主ポンプ設備（マンホールポンプ設備

　を含む）を新設又は更新する工事を，元請として平成１７年度以降に完

　成させた施工実績があること。

⑵　下水道法上の，終末処理場又はポンプ場もしくは農業集落排水事業

　の集落排水処理施設において，主ポンプ設備（マンホールポンプ設備

　を含む），水処理設備又は汚泥処理設備に係る電気設備を含む工事 

　（自社で製作した動力制御盤を用いたものに限る）を，元請として平

　成１７年度以降に完成させた施工実績があること。

　　ただし，いずれの場合も，補修工事及び現在施工中の工事に係るも

　のを除く。また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含

　めない。

施工実績

⑴　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約　監理課で契約した随意契約工事とします。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６５２

令和２年９月１８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

※　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９月４日（金）～９月１５日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年９月１６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１７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



２６５３

　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５３３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９月４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６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

（仮称）中央区日暮通重症心身障害児者施設整備工事工 事 名

神戸市中央区日暮通５丁目５番８号工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（発注者指定

方式）である。余裕期間内は，現場代理人および監理技術者等を配置すること

を要しない。

また，現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬

入，仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。

なお，余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

工期：令和３年２月１６日から令和３年３月３１日　

ただし，予算繰越決議の上は令和３年１２月２４日

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

なお，上記の工期の始期日以降に契約締結となった場合には，余裕期間は適用

しない。

完成期限

ＳＲＣ造　地上６階＋地下１階建て　重症心身障害児者施設整備工事

地下１階～地上２階　内装改修工事　一式

上記に伴う外部改修工事

上記に伴う電気，機械設備工事　一式

上記に伴うＥＶ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



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６５４

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級　

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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



２６５５

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２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号

第１日目　令和２年９月２８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月２９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３０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

令和２年９月４日（金）～９月２５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



神戸市公告第５３４号

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

のとおり公告します。

　　令和２年９月４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２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６５６

本山中町４丁目地区他汚水管改築更新工事（その２）工 事 名

神戸市東灘区本山中町４丁目他工事場所

令和３年１１月３０日完成期限

管きょ更生工　φ２５０ｍｍ　Ｌ＝１，６６４．０２ｍ，　

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式
工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

土木工事業又はとび・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

その他



２６５７

３　総合評価に関する事項

４　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

７　入札の日時及び方法

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号

第１日目　令和２年９月２３日（水）午前９時～午後８時日 時

令和２年９月４日（金）～９月１８日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所

　　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。

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評 価 基 準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法



８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

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

　補者を決定する。

１１　入札保証金

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

　定により免除します。

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６５８

第２日目　令和２年９月２４日（木）午前９時～午後３時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「内訳書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確

認通知」及び「入札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方 法

令和２年９月２５日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

第１日目　令和２年９月２３日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年９月２４日（木）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方 法

令和２年１０月２日（金）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



２６５９

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他　

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第５３５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９月４日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　特定役務の名称

　　　北学校給食共同調理場給食配送業務

　⑵　履行場所

　　　北学校給食共同調理場

　　　神戸市北区有野町有野字上向山２８２３番地の４

　⑶　履行期間

　　　令和２年１１月１日から令和５年７月３１日まで

　⑷　業務の概要

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

　⑶　過去に契約金額が１，０００万円以上の陸上運送を行った実績があること。

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６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



　⑷　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第３条に規定する許可を受けていること。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から令和２年９月１６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１６日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年９月１７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

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６６０



２６６１

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和２年９月１８日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和２年１０月８日（木）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和２年１０月９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９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８

　　　日（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和２年１０月９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。
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　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　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

　⑴　この契約は，１日１台当たりの単価契約とします。

　⑵　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１８日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　Summary

　⑴　Contract Content : Delivery of Kobe Public School Lunches from Kita School Meal

　　Preparation Center

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. September 18, 2020.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. October 9, 2020. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159
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―――――――――――――――――

神戸市公告第５３６号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定による届出があったので，

同条第３項の規定により次のとおり公告するとともに，当該届出及び同条第２項の添付書類を

次のとおり縦覧に供します。

　なお，同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活

動を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年９月４日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年９月４日

    神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　神戸阪急ビル

　　神戸市中央区加納町４丁目２番１

２　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

３　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代

　表者の氏名

４　大規模小売店舗の新設をする日

　　令和３年３月２８日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　１，４２７平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって，経済産業省令で定めるもの

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数
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法人にあっては

代表者の氏名
住　所氏名又は名称

代表取締役

杉山　健博
大阪府池田市栄町１番１号阪急電鉄株式会社

法人にあっては

代表者の氏名
住　所氏名又は名称

代表取締役

並松　誠

大阪府豊中市岡上の町２丁目２番

３号
株式会社阪急オアシス

収　容　台　数位　置

５台サンセンタープラザ駐車場



　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって，経済産業省令で定めるもの

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　午前７時から午前０時まで

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時から午後５時まで

８　届出年月日

　　令和２年７月２７日

９　縦覧期間

　　令和２年９月４日から令和３年１月４日まで

１０　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第５３７号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定による届出があったので，

同条第３項の規定により次のとおり公告するとともに，当該届出及び同条第２項の添付書類を

次のとおり縦覧に供します。

　なお，同法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活
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収　容　台　数位　置

５８台計画地北東側隔地

面　積位　置

　　２４．５平方メートル建物１階西側

容　量位　置

６．７立方メートル建物１階西側

閉店時刻開店時刻

午後１１時３０分午前７時３０分

出入口の数位置

出入口：１ヶ所駐車場敷地北側
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動を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団

体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は，令和２年９月４日から４月以内に，神戸市に

対し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　令和２年９月４日

    神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　（仮称）ラ・ムー神戸谷上店

　　神戸市北区谷上西町６－２８　他

２　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

３　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代

　表者の氏名

４　大規模小売店舗の新設をする日

　　令和３年４月１８日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　１，９５６平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって，経済産業省令で定めるもの

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積
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法人にあっては

代表者の氏名
住　所氏名又は名称

代表取締役

大賀　昭司
岡山県倉敷市堀南７０４番地の５大黒天物産株式会社

法人にあっては

代表者の氏名
住　所氏名又は名称

代表取締役

大賀　昭司
岡山県倉敷市堀南７０４番地の５大黒天物産株式会社

収　容　台　数位　置

６３台建物東側及び建物北側隔地

収　容　台　数位　置

７３台建物東側及び北側

面　積位　置

　　９６平方メートル建物西側



　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって，経済産業省令で定めるもの

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　２４時間

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時から午後１０時まで

８　届出年月日

　　令和２年８月１７日

９　縦覧期間

　　令和２年９月４日から令和３年１月４日まで

１０　縦覧場所

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番１２号

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第５３８号

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

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

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

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

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

７．６立方メートル建物内西側

９．１立方メートル建物内西側

１６．７立方メートル合計

閉店時刻開店時刻

２４時間

出入口の数位置

出入口：１箇所建物敷地北面

出入口：２箇所隔地駐車場南面

３箇所合計
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　なお，当該公告認定対象区域を表示した図書は，神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課に

備え置いて，一般の縦覧に供します。

　　令和２年９月４日

（特定行政庁）神戸市長　久　元　喜　造　

公告認定対象区域

神戸市垂水区城が山三丁目

１４９３番１，１４９３番２８，１４９３番５８

―――――――――――――――――

神戸市公告第５３９号

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条第２項の規定により，一定の一団の土地の区域

内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として，同項に定める基準に従い総合的見地から

した設計によって当該区域内に建築物が建築されるものについて，その位置及び構造が安全上，

防火上及び衛生上支障がない旨の認定をしたので，同条第８項の規定により，次のとおり公告

します。

　対象区域，各建築物の位置等を表示した図書は，神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課

（神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号）において，一般の縦覧に供します。

　　令和２年９月４日

（特定行政庁）神戸市長　久　元　喜　造　

公告認定対象区域

神戸市垂水区泉が丘四丁目１４７６番１，１４７６番２

―――――――――――――――――

神戸市公告第５４３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９月９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
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櫨谷川（福谷工区）取水施設改修工事その２工 事 名

神戸市西区櫨谷町福谷工事場所

令和３年１月２９日完成期限

深井戸補強工　１式，深井戸ポンプ設備工　１式，揚水試験　１式，

付帯工　１式，仮設工　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う事後審査型を適用する。そ の 他



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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　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
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単独企業形態

さく井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，「さく井」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　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和２年９月９日（水）～９月１５日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

受付期間



２６６９

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５４４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９月９日

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年９月１６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１７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１８日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無



     神戸市長　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２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６７０

新長田図書館照明改修工事工 事 名

神戸市長田区細田町７丁目１―２７工事場所

令和３年２月１２日完成期限

照明設備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

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

　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



２６７１

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

　⑴

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号

令和２年９月９日（水）～９月１５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１６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１７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１８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



　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５４５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９月９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２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６７２

方との随意契約により締結する予定の有無

旧アメリカ領事館官舎耐震補強他電気設備工事工 事 名

神戸市中央区北野町二丁目９―６工事場所

令和４年７月３１日完成期限

旧アメリカ領事館官舎耐震補強他工事に伴う電気設備工事一式工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。
前 払 金

この入札は，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



２６７３

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２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号

第１日目　令和２年９月１６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１７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１８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

令和２年９月９日（水）～９月１５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

　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。



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５４６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９月９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２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６７４

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

旧アメリカ領事館官舎耐震補強他機械設備工事工 事 名

神戸市中央区北野町二丁目９－６工事場所

令和４年７月３１日完成期限

旧アメリカ領事館官舎耐震補強他工事に伴う機械設備工事一式工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。
前 払 金

この入札は，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



２６７５

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２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号

第１日目　令和２年９月１６日（水）午前９時～午後８時日 時

令和２年９月９日（水）～９月１５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

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

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他



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５４７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９月９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６７６

第２日目　令和２年９月１７日（木）午前９時～午後３時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方　　法

令和２年９月１８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

本庁舎１号館議会棟扉改修工事工 事 名

神戸市中央区加納町６丁目５－１工事場所

令和３年２月２６日完成期限



２６７７

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

本庁舎１号館２５階～３０階の電気錠取替え及び取替えに伴う建具改修工事，これ

に伴う電気設備改修工事
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６７８

令和２年９月９日（水）～９月１５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１６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１７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１８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



２６７９

神戸市公告第５４８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９月９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２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号

白川台児童館・地域福祉センター外壁改修他工事工 事 名

神戸市須磨区白川台７丁目３－８工事場所

令和３年３月２５日完成期限

外壁・屋上防水・地域福祉センター調理コーナー・児童館内装改修，これらに

伴う電気・機械設備工事
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６８０

　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９月９日（水）～９月１５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１６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１７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１８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



２６８１

　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５４９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９月９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２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６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

北消防団道場支団第２分団第１班器具庫新築他工事工 事 名

神戸市北区道場町日下部１－２８工事場所

令和３年３月１９日完成期限

消防団器具庫新築工事，既存器具庫解体撤去工事，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

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

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２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６８２

　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９月９日（水）～９月１５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１６日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１７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１８日（金）午前１０時３０分日 時



２６８３

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５５０号

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

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

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年９月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

　　生物処理設備接触材支持架台購入

２　数量

　　一式

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年６月３０日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社双葉

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６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

　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



　　　　代表取締役　角田　壽郎

　　丹波市氷上町谷村８９７－１

６　落札金額

　　５５，０００，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

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

　低の価格をもって入札した者を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年５月１３日

―――――――――――――――――

神戸市公告第５５１号

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

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

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年９月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

　　災害時避難所用蓄電池購入

２　数量

　　一式

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年７月７日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社ヨコモリ電池屋コーポレーション

　　　　代表取締役　横森　英俊

　　東京都渋谷区笹塚３－３３－４

６　落札金額

　　２９，８０８，０００円

７　契約の相手方を決定した手続

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

　低の価格をもって入札した者を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年５月２０日

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６８４



２６８５

―――――――――――――――――

神戸市公告第５５２号

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

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

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年９月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

　　令和２年度コンピュータソフトウェア調達

２　数量

　　一式

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年７月７日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社大塚商会　神戸支店

　　　　支店長　岩宮　宏

　　神戸市中央区磯上通８丁目３番５号

６　落札金額

　　３１２，７９０，８００円

７　契約の相手方を決定した手続

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

　低の価格をもって入札した者を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年５月２０日

―――――――――――――――――

神戸市公告第５５３号

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

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

１２条及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の

規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年９月９日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号



　　港島クリーンセンター残滓運搬業務

２　数量

　　一式

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　落札者を決定した日

　　令和２年７月７日

５　落札者の氏名及び住所

　　株式会社吉岡清掃

　　　　代表取締役　吉岡　寛行

　　神戸市東灘区御影塚町１丁目４－３

６　落札金額

　　７５０円（１ｔ当り単価）

７　契約の相手方を決定した手続

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

　低の価格をもって入札した者を落札者としました。

８　規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

　　令和２年５月２０日

―――――――――――――――――

神戸市公告第５５４号

　農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定に基づき，農用地利用

集積計画を次のように定めたので，同法第１９条の規定により公告します。

　　令和２年９月１０日

    神戸市　　　　　　　　　　　　　　

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

１　利用権の設定を受ける者の氏名及び住所

　　別表のとおり

２　前項に規定する者が利用権の設定を受ける土地の所在，地番，地目及び面積

　　別表のとおり

３　第１項に規定する者に前項に規定する土地について利用権の設定を行う者の氏名及び住所

　　別表のとおり

４　第１項に規定する者が設定を受ける利用権の種類，内容（土地の利用目的を含む。），始

　期，存続期間並びに借賃及びその支払の方法

　　別表のとおり

５　第１項に規定する者が設定を受ける利用権の条件

　　別表に定めるもののほか，次に定めるところによる。

　⑴　借賃の支払猶予

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６８６



２６８７

　　　利用権の設定を行う者（以下「甲」という。）は，災害その他やむを得ない事由のため，

　　利用権の設定を受ける者（以下「乙」という。）が借賃の支払期限までに借賃の支払をす

　　ることができない場合は，相当と認められる期日までその支払を猶予する。

　⑵　借賃の減額

　　　利用権の設定を受ける土地（以下「目的物」という。）が農地である場合において，別

　　表に定める借賃の額が災害その他不可抗力により，３０％を超える損害を被った場合，乙は，

　　甲に対して借賃の減額を請求することができる。　

　　　減額されるべき額は，甲及び乙が協議して定めるものとし，その協議が調わないときは，

　　神戸市が認定した額とする。

　⑶　解約権の留保の禁止

　　　甲及び乙は，別表に定める利用権の存続期間の中途において解約する権利を有しない。

　　ただし，特別の事情があるときは，あらかじめ市と協議の上，所定の手続きを経て解約す

　　ることができる。また，乙は，農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第 

　　１０１号）第２０条に規定する知事の承認を受けたときは，農地中間管理権に係る賃貸借又は

　　使用貸借を解除することができる。

　⑷　転貸又は譲渡の禁止

　　　乙は，目的物を転貸し，又は利用権を譲渡してはならない。

　　　ただし，兵庫六甲農業協同組合（農地利用集積円滑化団体），（公社）兵庫みどり公社

　　（農地中間管理機構）については，この限りではない。

　⑸　修繕及び改良

　　ア　甲は，乙の責めに帰すべき事由によらないで生じた目的物の損耗について自らの費用

　　　と責任において修繕する。ただし，緊急を要するときその他甲において修繕することが

　　　できない場合で甲の同意があったときは，乙が修繕することができる。この場合におい

　　　て，乙が修繕の費用を支出したときは，甲に対してその償還を請求することができる。

　　イ　乙は，甲の同意を得て，目的物の改良を行うことができる。ただし，その改良が軽微

　　　である場合は，甲の同意を要しない。

　⑹　租税公課等の負担

　　ア　甲は，目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

　　イ　乙は，目的物に係る農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）に基づく共済掛金及び

　　　賦課金を負担する。

　　ウ　目的物に係る土地改良区の賦課金，水利費その他の費用については，甲及び乙が別途

　　　協議するところにより負担する。

　⑺　目的物の返還

　　ア　利用権の存続期間が満了したときは，乙は，その満了の日から７日以内に，甲に対し

　　　て目的物を原状に回復して返還する。ただし，災害その他の不可抗力，修繕若しくは改

　　　良行為による形質の変更又は目的物の通常の利用によって生じる形質の変更については，

　　　乙は，原状回復の義務を負わない。

　　イ　乙は，目的物の改良のために支出した有益費については，その返還時に増価額が現存

　　　している場合に限り，甲の選択に従い，その支出した額又は増加額（土地改良法（昭和

　　　２４年法律第１９５号）に基づく土地改良事業により支出した有益費については，増価額以
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　　　下同じ。）の償還を請求することができる。

　　ウ　イにより有益費の償還請求があった場合において甲及び乙の間でその支出した額又は

　　　増価額について協議が調わないときは，甲及び乙双方の申出に基づき市が認定した額を，

　　　その支出した額又は増加額とする。

　　エ　乙は，イによる場合その他法令による権利の行使である場合を除き，目的物の返還に

　　　際し，名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。

　⑻　利用権に関する事項の変更の禁止

　　　甲及び乙は，この農用地利用集積計画に定めるところにより設定される利用権に関する

　　事項は変更しないものとする。ただし，甲，乙及び市が協議の上，真にやむを得ないと認

　　められる場合は，この限りでない。

　⑼　利用権取得者の責務

　　　乙は，この農用地利用集積計画の定めるところに従い，目的物を効率的かつ適正に利用

　　しなければならない。

　⑽　その他

　　　この農用地利用集積計画に定めのない事項及びこの農用地利用集積計画に関し疑義が生

　　じた事項は，甲，乙及び市が協議して定める。

別表

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６８８

設定を受ける利用権
利用権の設定を
行う者（甲）

利用権の設定を
受ける土地

利用権の設定を
受ける者（乙）

借賃の支払

の方法

借賃

（年額）

存続期間

（終期）
始　期

内容（土地
の利用目的
を含む。）

種類住　所氏　名
面積

（㎡）
地目

所在及び

地番
住　所氏　名

令和２年１２

月２０日まで

に借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る

２，０００

円

令和３年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権明石市魚住

町

佐溝　美智

代

３１０田神戸市西区

岩岡町岩岡

字谷北４１１

－４

神戸市垂水

区塩屋町

淡野　雄貴

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全量

を乙の住所

で甲が引き

取る。

玄米　　

２４０㎏

令和４年

１２月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権宝塚市武庫

山

西中　悦夫７７２田神戸市北区

長尾町宅原

字豊浦３２６５

神戸市北区

長尾町

豊浦　貞夫

５７８田神戸市北区

長尾町宅原

字西豊浦

３３５８

２，０１６

　

田神戸市北区

長尾町宅原

字西豊浦

３３６３

１，３６１

　

田神戸市北区

長尾町宅原

字天神３５２５

毎年１２月２０

日までに当

該年に係る

借賃の全額

を甲の住所

へ持参する。

２２，０００

円

令和６年

１２月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市北区

大沢町

神戸市垂水

区学が丘

森　実

姫野　久子

１，９４６

　

田神戸市北区

大沢町上大

沢字細池上

２４８１

神戸市北区

大沢町

藤滝　充克

令和７年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市西区

神出町

神戸市西区

神出町

藤江　佳子

藤江　真之

介

１，５２０

　

田神戸市西区

神出町古神

字大澤浦

８１７

神戸市垂水

区つつじが

丘

伊藤　新



２６８９

―――――――――――――――――
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８１１田神戸市西区

神出町小束

野字雌岡ノ

下２３８

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の住

所へ持参す

る。

１５，０００

円

令和７年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃貸借神戸市西区

岩岡町

神戸市西区

岩岡町

二星　律子

埴岡　美穂

１，５６４

　

田神戸市西区

岩岡町岩岡

字谷北４１１

－１

神戸市垂水

区塩屋町

淡野　雄貴

令和１１年

１２月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市北区

大沢町

神戸市垂水

区学が丘

森　実

姫野　久子

２，０２９

　

田神戸市北区

大沢町上大

沢字細池中

２４７４

神戸市北区

大沢町

藤滝　充克

令和１２年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市西区

伊川谷町

三浦　健一５６１田神戸市西区

伊川谷町井

吹字一之瀬

６７８－２

神戸市西区

伊川谷町

三浦　正夫

２，９８３

　

田神戸市西区

伊川谷町井

吹字栗木谷

８１３

令和１２年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

三田市けや

き台

茨木　基成１，５００

　

田神戸市西区

平野町大野

字出口１１２

－１

明石市大道

町

足立　和子

令和１２年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

西宮市北名

次町

茨木　俊文４０２田神戸市西区

平野町大野

字出口１２５

－１

明石市大道

町

足立　和子

令和１２年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

神戸市中央

区琴ノ緒町

茨木　健史５３９田神戸市西区

平野町大野

字出口１２５

－２

明石市大道

町

足立　和子

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

１０，９７４

円

令和１２年

１０月３１日

令和２年

９月３０日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

神出町

山本　章博１，８２９

　

田神戸市西区

神出町小束

野 字 遊 岩

３６３

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗

毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

２２，５２８

円

令和１２年

１０月３１日

令和２年

９月３０日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

長畑町

谷川　泰久２，０４８

　

田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２７５７

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
１０，８２４

円

９８４田神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２７５８

１０，４０６

円

普通畑とし

て利用

９４６畑神戸市西区

神出町宝勢

字大道池尻

２７５９

令和１２年

１０月３１日

令和２年

９月３０日

水田として

利用

使用貸

借によ

る権利

明石市大久

保町

竹中　信吾７１田神戸市西区

神出町田井

字水塚２１４７

－３

神戸市中央

区下山手通

５丁目７－

１８

公益社団法

人

兵庫みどり

公社

理事長

新岡　史朗
毎年度１２月

中に乙の指

定する方法

で支払う。

１４，２５０

円

賃借権９５０田神戸市西区

神出町宝勢

字大池南

３７５４



神戸市公告第５５５号

　農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定に基づき，農用地利用

集積計画を次のように定めたので，同法第１９条の規定により公告します。

　　令和２年９月１０日

　　    神戸市　　　　　　　　　　　　　

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　利用権の設定を受ける者の氏名及び住所

　　別表のとおり

２　前項に規定する者が利用権の設定を受ける土地の所在，地番，地目及び面積

　　別表のとおり

３　第１項に規定する者に前項に規定する土地について利用権の設定を行う者の氏名及び住所

　　別表のとおり

４　第１項に規定する者が設定を受ける利用権の種類，内容（土地の利用目的を含む。），始

　期，存続期間並びに借賃及びその支払の方法

　　別表のとおり

５　第１項に規定する者が設定を受ける利用権の条件

　　別表に定めるもののほか，次に定めるところによる。

　⑴　借賃の支払猶予

　　　利用権の設定を行う者（以下「甲」という。）は，災害その他やむを得ない事由のため，

　　利用権の設定を受ける者（以下「乙」という。）が借賃の支払期限までに借賃の支払をす

　　ることができない場合は，相当と認められる期日までその支払を猶予する。

　⑵　借賃の減額

　　　利用権の設定を受ける土地（以下「目的物」という。）が農地である場合において，別

　　表に定める借賃の額が災害その他不可抗力により，３０％を超える損害を被った場合，乙は，

　　甲に対して借賃の減額を請求することができる。　

　　　減額されるべき額は，甲及び乙が協議して定めるものとし，その協議が調わないときは，

　　神戸市が認定した額とする。

　⑶　解約権の留保の禁止

　　　甲及び乙は，別表に定める利用権の存続期間の中途において解約する権利を有しない。

　　ただし，特別の事情があるときは，あらかじめ市と協議の上，所定の手続きを経て解約す

　　ることができる。

　⑷　転貸又は譲渡の禁止

　　　乙は，目的物を転貸し，又は利用権を譲渡してはならない。

　　　ただし，兵庫六甲農業協同組合（農地利用集積円滑化団体），（公社）兵庫みどり公社

　　（農地中間管理機構）については，この限りではない。

　⑸　修繕及び改良

　　ア　甲は，乙の責めに帰すべき事由によらないで生じた目的物の損耗について自らの費用

　　　と責任において修繕する。ただし，緊急を要するときその他甲において修繕することが

　　　できない場合で甲の同意があったときは，乙が修繕することができる。この場合におい

　　　て，乙が修繕の費用を支出したときは，甲に対してその償還を請求することができる。
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２６９１

　　イ　乙は，甲の同意を得て，目的物の改良を行うことができる。ただし，その改良が軽微

　　　である場合は，甲の同意を要しない。

　⑹　租税公課等の負担

　　ア　甲は，目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

　　イ　乙は，目的物に係る農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）に基づく共済掛金及び

　　　賦課金を負担する。

　　ウ　目的物に係る土地改良区の賦課金，水利費その他の費用については，甲及び乙が別途

　　　協議するところにより負担する。

　⑺　目的物の返還

　　ア　利用権の存続期間が満了したときは，乙は，その満了の日から７日以内に，甲に対し

　　　て目的物を原状に回復して返還する。ただし，災害その他の不可抗力，修繕若しくは改

　　　良行為による形質の変更又は目的物の通常の利用によって生じる形質の変更については，

　　　乙は，原状回復の義務を負わない。

　　イ　乙は，目的物の改良のために支出した有益費については，その返還時に増価額が現存

　　　している場合に限り，甲の選択に従い，その支出した額又は増加額（土地改良法（昭和

　　　２４年法律第１９５号）に基づく土地改良事業により支出した有益費については，増価額。

　　　以下同じ。）の償還を請求することができる。

　　ウ　イにより有益費の償還請求があった場合において甲及び乙の間でその支出した額又は

　　　増価額について協議が調わないときは，甲及び乙双方の申出に基づき市が認定した額を，

　　　その支出した額又は増加額とする。

　　エ　乙は，イによる場合その他法令による権利の行使である場合を除き，目的物の返還に

　　　際し，名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。

　⑻　利用権に関する事項の変更の禁止

　　　甲及び乙は，この農用地利用集積計画に定めるところにより設定される利用権に関する

　　事項は変更しないものとする。ただし，甲，乙及び市が協議の上，真にやむを得ないと認

　　められる場合は，この限りでない。

　⑼　利用権取得者の責務

　　　乙は，この農用地利用集積計画の定めるところに従い，目的物を効率的かつ適正に利用

　　しなければならない。

　⑽　契約の解除

　　　甲は，乙が該当土地を利用していないと認められる場合には貸借契約を解除するものと

　　する。

　⑾　利用状況の報告

　　　乙は，当該農用地の利用状況については，毎事業年度の終了後３月以内に神戸市長あて

　　に農業経営基盤強化促進法施行規則第１６条の２に定めるところにより報告しなければなら

　　ない。

　⑿　市長による勧告　　

　　　市長は，次のいずれかに該当するときは，乙に対して相当の期限を定めて，必要な措置

　　を講ずべきことを勧告することができる。

　　ア　乙が目的物において行う耕作（又は養畜）の事業により，周辺の地域における農用地
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　　　の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じているとき。

　　イ　乙が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農

　　　業経営を行っていないと認めるとき。

　　ウ　乙が法人である場合にあっては，乙の業務を執行する役員のいずれもが乙の行う耕作

　　　又は養畜の事業に常時従事しないとき。　

　⒀　市長による農用地利用集積計画の取消

　　　市長は，次のいずれかに該当するときは，農業委員会の決定を経て，この農用地利用集

　　積計画のうち当該部分に係る賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る部分を取り消す

　　ものとする。

　　ア　乙がその農用地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず，甲が賃借権又

　　　は使用貸借権の解除をしないとき。

　　イ　乙が⑿の勧告に従わなかったとき。　

　⒁　貸借が終了した場合の原状回復

　　　貸借が終了したときは，乙が，その終了の日から３０日以内に，甲に対して当該土地を原

　　状に復して返還する。乙が原状に復することができないときは，甲が原状に回復するため

　　に要する費用を乙が負担する。ただし，天災地変等の不可抗力又は通常の利用により過失

　　が生じた場合及び修繕又は改良により変更された場合は，この限りではない。　

　⒂　違約金の支払い

　　　甲の責めに帰されない事由により貸借を終了させることとなった場合には，乙が，甲に

　　対し賃借料の１年分に相当する金額を違約金として支払う。

　⒃　その他

　　　この農用地利用集積計画に定めのない事項及びこの農用地利用集積計画に関し疑義が生

　　じた事項は，甲，乙及び市が協議して定める。

別表      　　　（解除条件付）

―――――――――――――――――

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６９２

設定を受ける利用権
利用権の設定を
行う者（甲）

利用権の設定を
受ける土地

利用権の設定を
受ける者（乙）

借賃の支払

の方法

借賃

（年額）

存続期間

（終期）
始　期

内容（土地
の利用目的
を含む。）

種類住　所氏　名
面積

（㎡）
地目

所在及び

地番
住　所氏　名

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

２０，２７６

円

令和５年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

伊川谷町前

開５００

松井　陽子２，６２１

　

田神戸市西区

伊川谷町前

開字澁谷

５１３

神戸市西区

伊川谷町布

施畑５７８

株式会社

リアルエス

テート中野

代表取締役

中野　邦彦
９，７２４

円

１，２５７

　

田神戸市西区

伊川谷町前

開字澁谷

５６４－４

毎年１２月２０

日までに当

該年度に係

る借賃の全

額を甲の指

定する預金

口座へ振り

込む。

３０，０００

円

令和５年

３月３１日

本公告の

日

水田として

利用

賃借権神戸市西区

伊川谷町前

開５３３

山内　義一３，０８２

　

田神戸市西区

伊川谷町前

開字澁谷

５６５－１

神戸市西区

伊川谷町布

施畑５７８

株式会社

リアルエス

テート中野

代表取締役

中野　邦彦



２６９３

神戸市公告第５６９号

　神戸市情報公開条例（平成１３年７月条例第２９号）第３１条の規定により，平成３１年４月１日か

ら令和２年３月３１日までの情報公開制度の各実施機関の運用状況を次のとおり公表します。

　　令和２年９月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造

公文書公開請求及び審査請求の状況

注意

１　処理状況の文書の不存在等１００件のうち，６３件は対象文書が存在しなかったもの，３７件は

　請求が取り下げられたものです。   

２　審査請求の処理状況については，平成３０年度以前に審査請求等があったものも含まれます。

―――――――――――――――――

神戸市公告第５７０号

　神戸市個人情報保護条例（平成９年１０月条例第４０号）第３７条の規定により，平成３１年４月１

日から令和２年３月３１日までの個人情報保護制度の各実施機関における運用状況を次のとおり

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号

審査請求の状況公文書公開請求の状況

実施機関

処理状況

請求

件数

処理状況

請求件数 取下

げ等
却下棄却

一部

認容
認容

文書

の不

存在

等

非

公開

部分

公開
公開

－－５－３２７６２２６２３２２５９４６市　　　長

－－－－－－－－１４５議会の議長

－－－－－－２－１１６１９水道事業管理者

１－－－－１３１１４１０２８交通事業管理者

－－－－－－５－９３１７消　防　長

－－１－－－９１０３２１３６４教育委員会

－－－－－－－－３－３選挙管理委員会

－－－－－－２－－－２人事委員会

－－－－－－－－－－－監査委員

－－－－－－－－８１９農業委員会

－－－－－－－－－－－固定資産評価審査委員会

－－－－－－－－－－－外国語大学

－－－－－－－－－－－看護大学

－－－－－－３－－－３区選挙管理委員会

－－－－－－－－１２３市民病院機構

１０６０３３１００３３７０２２６４１，０９９合計



公表します。

　　令和２年９月２３日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　個人情報の開示請求及び審査請求の状況

注意  

　⑴　開示請求の処理状況の文書の不存在等２３件のうち１４件は文書不存在，８件は請求の取り

　　下げ，１件は却下です。

　⑵　実施機関があらかじめ定めた個人情報等については，口頭による開示請求に対して実施

　　機関が定める方法により，直ちに開示しています。

　⑶　審査請求棄却１件と，却下２件のうち１件については，平成３０年度に請求のあったもの

　　です。    

２　個人情報の訂正請求及び審査請求の状況

　　　訂正請求  　無し

　　　審査請求件数 　無し

３　個人情報の利用停止請求及び審査請求の状況

　　　利用停止請求 　無し

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６９４

審査請求の状況
個人情報の開示請求の状況

実施機関

口頭によるもの請求書によるもの

処理状況
請

求

件

数

請

求

件

数

実施機関があ

らかじめ定め

た個人情報を

取り扱う事務

の数

処理状況

請求

件数

取

下

げ

等

却

下

棄

却

一

部

認

容

認

容

文書

の不

存在

等

非 

開示

部分

開示
開示

１２１－－２－８２０２５７９０１６９市　　　長

－－－－－－－－－－－－－議会の議長

－－－－－－－－－－－１１水道事業管理者

－－－－－－１５－－１－１交通事業管理者

－－－－－－－－１－６７１４消　防　長

－－－－－－８２１４２１３２０２６教育委員会

－－－－－－－－－－１－１選挙管理委員会

－－－－－－－９－－－－－人事委員会

－－－－－－－－－－－－－監査委員

－－－－－－－－－－－１１農業委員会

－－－－－－－－－－－－－固定資産評価審査委員会

－－－－－－－－－－－－－外国語大学

－－－－－－－－－－１２３市民病院機構

－－－－－－５１－－－－－看護大学

１２１００２８２７２７２３３６９１２１２１６合計



２６９５

　　　審査請求件数 　無し

―――――――――――――――――

神戸市公告第５７１号

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

（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により公告します。

　　令和２年９月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市西区二ツ屋一丁目２８番９，２８番１０，２８番１１

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市西区玉津町高津橋６３６番地の１

　　　株式会社　青幸　

　　　代表取締役　松本　和幸

３　許可番号

　　　令和２年６月９日　　　第　７０３２　号

　　（令和２年８月１１日　　　第　１３９０　号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第５７２号

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

（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により公告します。

　　令和２年９月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　工事を完了した公共施設が存する開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　神戸市灘区篠原南町３丁目３３番１の一部（道路）

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市中央区江戸町９５番地

　　　株式会社　日昌

　　　　代表取締役　本田　裕孝

３　許可番号

　　令和元年１１月６日　第６９９１号

　（変更許可　令和２年７月１７日　第１３８４号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第５７３号

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

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号



（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により公告します。

　　令和２年９月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市灘区備後町３丁目１１番１，１１番２，１１番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　大阪市北区芝田１丁目１番４号　阪急ターミナルビル内

　　　阪急阪神不動産株式会社

　　　　代表取締役　諸冨　隆一

３　許可番号

　　平成３０年９月２１日　第６９０５号

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第５７４号

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

号）第４条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

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

す。

　　令和２年９月２３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　航空写真による家屋等異動判読業務（ＡＩ活用）他　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局税務部固定資産税課

　　神戸市長田区二葉町５丁目１番３２号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年８月１１日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社パスコ神戸支店

　　　　支店長　大畑　仁

　　神戸市中央区磯上通４丁目１番６号

５　随意契約に係る契約金額

　　３７，９９４，０００円

６　契約の相手方を決定した手続

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

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由

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

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

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６９６



２６９７

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

　障が生ずるおそれがあるため。

  区  役  所  

神戸市垂水区公告第３０号

　次の自動車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９月２日

神戸市垂水区長　黒　田　　徹　

  水  道  局  

　神戸市水道条例施行規程の一部を改正する規程をここに公布する。

　　令和２年９月４日

　　　　　　　　　　　　神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

神戸市水道管理規程第１１号

　　　神戸市水道条例施行規程の一部を改正する規程

　神戸市水道条例施行規程（昭和３９年４月水道管理規程第３号）の一部を次のように改正する。

第８条の３第１項中第２号を削り，第３号を第２号とする。

　　　附　則

　この管理規程は，令和２年１０月１日から施行する。

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第７０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９月４日

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

１　入札に付する事項

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号

失　効　年　月　日番号標に記載された番号

令和２年９月２日神戸 ８５－１３ 神戸

上唐櫃配水池内面防水工事工 事 名

神戸市北区有野町唐櫃工事場所



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。）

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）

令和２年９月２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号２６９８

単独企業形態

とび・土工工事業，塗装工事業又は防水工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「防水」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３年３月３１日　完成期限

内面防水　１，１９０㎡　　屋上開口設置　１箇所　　足場設置　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



２６９９

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

　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２３日   神  戸  市  公  報   第３６７６号

令和２年９月４日（金）～９月１１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１４日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月１５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１６日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無



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

  選挙管理委員会  

神戸市選告示第２号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第５項及び第７５条第６項並びに市町村の合併の特

例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第５条第３０項の規定による選挙権を有する者の総数の

５０分の１の数，同項の規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第

７６条第４項，第８０条第４項，第８１条第２項及び第８６条第４項（地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第２項において準用する場合を含む｡）の規定によ

る選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が４０万を超え８０万以下の場合にあっては

その４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数，その総数が８０万を超える場合にあってはその８０万を超える数に８分の１を乗じて得た

数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）は，

次のとおりである。

　　令和２年９月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市選挙管理委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　葛　西　利　延

１　選挙権を有する者の総数の５０分の１の数　　　　　 ２５，２５６ 　

２　選挙権を有する者の総数の６分の１の数　　　　　２１０，４６１ 　

３　選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

　乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数

   　　　　　　　　　　　２５７，８４６ 　

４　神戸市の議会の議員の選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　東　　灘　　区 　　　　　　　　　　　 ５８，１０６ 　

　　灘　　　　　区 　　　　　　　　　　　 ３６，１７０ 　

　　中　　央　　区 　　　　　　　　　　　 ３６，８６２ 　

　　兵　　庫　　区 　　　　　　　　　　　 ３０，２２９ 　

　　北　　　　　区 　　　　　　　　　　　 ６０，２７５ 　

　　長　　田　　区 　　　　　　　　　　　 ２６，５６６ 　

　　須　　磨　　区 　　　　　　　　　　　 ４５，０２５ 　

　　垂　　水　　区 　　　　　　　　　　　 ６０，８５３ 　

　　西　　　　　区 　　　　　　　　　　　 ６６，８３７ 　
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２７１９

  訂     正  

　令和２年４月１４日付け神戸市公報第３６５４号に掲載の神戸市水道管理規程第３３号について，誤

りがありましたので，次のとおり訂正します。　

（３５１ページ上から２８行目）

誤

　第９条を次のように改める。

第９条　削除

正

　第９条を次のように改める。

第９条　削除

　様式を削る。
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