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  告     示  

神戸市告示第４４８号

　令和２年９月１８日神戸市役所内に第２回定例市会を招集する。

　　令和２年９月１１日

     神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第４４９号

　次の港湾施設は，令和２年９月１５日から，その供用を開始する。

　　令和２年９月１５日

     神戸市長　久　元　喜　造

ふ頭用地

 　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４５４号

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

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

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

告示する。

　　令和２年９月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　三宮保管所及び湊町保管所

　　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

　　　　　（日曜日、祝日及び１２月２８日から１月４日を除く）

４　返還を受けるために必要な事項

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７２２

規　　　模位　　　置名　　　称

１０９．７３㎡東灘区深江南町４丁目６番２６号深江船揚場護岸背後ふ頭用地



２７２３

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表　

　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４５５号

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

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

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

告示する。

　　令和２年９月２９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　魚崎浜保管所及び稗原保管所

　　ア　月曜日から金曜日まで　　　　　午後３時から午後７時まで

　　イ　土曜日 　　　　　　　　　　午後１時から午後５時まで

　　　　（日曜日，祝日及び１２月２８日から１月４日を除く）

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

兵庫区湊川町２丁目１番１２号

建設局中部建設事務所

電話　５１１－０５１５
令和２年８月２４日

台

台

３

０

自転車

原動機付自転車

三宮駅周辺

自転車等放置禁止区域

中央区小野浜町３番地先

三宮保管所

台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年８月３１日
台

台

２２４

１

自転車 

原動機付自転車
中央区・兵庫区長期放置

令和２年８月２４日

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

湊川駅周辺

自転車等放置禁止区域

兵庫区湊町１丁目３５

湊町保管所

台

台

２５

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内



４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

―――――――――――――――――

　

神戸市告示第４５６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２９日

     神戸市長　久　元　喜　造

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

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

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　西神保管所及び学園都市保管所

　　（ア）火曜日・木曜日　午後３時から午後７時まで。

　　（イ）土曜日　午後１時から午後５時まで。

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

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

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７２４

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

東灘区御影塚町２丁目２７番２０号

建設局東部建設事務所

電話　８５４－２１９１

令和２年８月２８日台

台

１１

１

自転車 

原動機付自転車

灘区管内

自転車等長期放置

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

１９

２

自転車 

原動機付自転車

東灘区管内

自転車等長期放置

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号



２７２５

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　ときは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表   

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第４５７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３０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１０月１３日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和２年９月２９日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

 

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号

問い合わせ先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

西区玉津町今津字宮の西３３３番

の１

建設局西建設事務所

電話　９１２－３７５０

令和２年８月１３日台６自転車
西建設事務所管内自転車等

放置禁止区域外長期放置

西区高 台６丁目

西神保管所

電話　９９２－３７６３

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　　６．００

最小　　４．９０

４４．００新神戸市西区岩岡町岩岡字西場

９４４番１地先から

神戸市西区岩岡町岩岡字西場

９３９番２地先まで

岩岡第９３号

線

市道

最大　　４．５０

最小　　４．３０

４４．００旧



  公     告  

神戸市公告第５５６号

　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１１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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７２６

神戸港西部地区港湾施設改修及び整備工事（その２）工 事 名

神戸市須磨区若宮町地先，長田区駒ヶ林町，兵庫区高松町，兵庫区材木町工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和４年３月２５日完成期限

消波工１式，桟橋整備工１式，物揚場整備工１式，運河整備工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

特定建設工事共同企業体形態　　　　　　

２社又は３社構成員の数

共同企業体の各構成員（代表者を含む）に関する条件

土木工事業に係る特定建設業の許可建設業の許可

経営事項審査の結果において，土木一式工事の総合評定値が８００点以

上

経営事項審査

の結果点数　

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「港湾土木」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

神戸市内に本店又は支店若しくはこれに準じるものを有すること。

うち１社以上は神戸市内に本店を有するものであること。
その他

共同企業体の代表者に関する条件

経営事項審査の結果において，土木一式工事の総合評定値が１，２００点

以上

経営事項審査

の結果点数　

港湾・空港工事（いずれか）において，消波ブロック設置（実質量１１

ｔ以上）及び海上においてウォータージェット併用の鋼管杭打設（φ

５００㎜ 以上）の施工を，元請けとして平成１７年度以降に完成させた施工

実績があること。

なお，共同企業体の構成員として施工したものは，出資比率が３０％以

上の場合に限り実績に含める。

施工実績



２７２７

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市契約規則（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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号

令和２年９月１１日（金）～９月２４日（木）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

※　紙書類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，神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８ 

　号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く午前９時～正午，午後１時

　～午後５時

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年１０月１４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１５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１０月１６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　落札者がある場合　　　　　　　　　　　　　「落札者決定通知書」

　イ　低入札価格調査の実施等により保留する場合　「保留通知書」

　ウ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　エ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

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５５７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１１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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７２８

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

布引公園便所新築工事工 事 名

神戸市中央区神戸港地方字布引の一部　

神戸市中央区葺合町字布引山，布引公園の一部
工事場所

令和３年３月２６日完成期限

木造平屋建て延べ面積１６．８０㎡ 及び９．７７㎡ の公衆便所新築工事，これらに伴う

屋外付帯・電気設備・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



２７２９

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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が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１１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）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年９月２３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月２４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２５日（金）午前１０時３０分日 時



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５５８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１１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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７３０

　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

北区山田町小部地区法面復旧工事工 事 名

神戸市北区山田町小部工事場所

令和３年３月３１日完成期限

法枠工　Ｌ＝６７０ｍ，鉄筋挿入工　Ｎ＝２３３本，かご枠工　Ｌ＝５２ｍ，

編柵工　Ｌ＝１３２ｍ
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



２７３１

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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号

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「法面処理」を登録

業種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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９月１１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



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５５９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１１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７３２

契約監理課提出場所

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



２７３３

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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号

東灘処理場　最初沈殿池６号汚泥かき寄せ機機械設備工事工 事 名

神戸市東灘区魚崎南町２丁目１番２３号　東灘処理場内工事場所

令和３年３月３１日完成期限

本工事は，東灘処理場内の最初沈殿池６号汚泥かき寄せ機の機械設備を更新す

るものである。　汚泥かき寄せ機機械設備工・・・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

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

下水道法上の終末処理場の沈殿池において，チェーンフライト式汚泥か

き寄せ機（合成樹脂製）を新設又は更新する工事を元請として平成17年

度以降に完成させた実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７３４

※　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１１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（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」

方 法



２７３５

　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５６０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１１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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７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

小束山小学校こどもひろば整備工事工 事 名

神戸市垂水区小束山７丁目８６８－３６２工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年４月１６日完成期限

軽量鉄骨造平屋建１棟の増築に係わる建築主体，既存取合改修工事，屋外附帯

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

建築一般の総合点数が９００点以上

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の
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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７３６

　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９月１１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

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

方　　法



２７３７

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５６１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１１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号

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」

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

入札説明書等によります。

総合運動公園ユニバー記念競技場スタンド観客席他改修工事工 事 名

神戸市須磨区緑台工事場所

令和３年３月１９日完成期限

スタンド観客席の座席改修工事　１式，トレーニング室床改修工事　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



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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７３８

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



２７３９

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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号

令和２年９月１１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

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



神戸市公告第５６２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１１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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７４０

長坂小学校運動場改修工事工 事 名

神戸市西区伊川谷町長坂字重塚９１０－１工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

グラウンド・コート舗装工　Ａ＝６，２５０㎡　　運動場整備工　Ａ＝１，０４０㎡　

土工　１式　　構造物撤去工　１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，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，造園工事業又は舗装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「運動施設」を第１希

望又は第２希望として登録していること。
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。

その他



２７４１

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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号

※　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１１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）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年９月２３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月２４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２５日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第５６３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１１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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７４２

令和２年度西管内舗装補修工事（その３）工 事 名

神戸市西区櫨谷町寺谷　他工事場所

令和３年１月３１日完成期限

工事延長：Ｌ＝１，５８０ｍ，　施工延長：Ｌ＝１，３４０ｍ，　舗装工：Ａ＝８，７８０㎡，

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

舗装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

舗装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

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「舗装」を第１希望と

して登録していること。
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

その他



２７４３

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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７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１１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）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年９月２３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年９月２４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



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５６４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１１日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７４４

令和２年９月２５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

櫨谷川改修工事（福谷工区）その２工 事 名

神戸市西区櫨谷町福谷工事場所

令和３年６月３０日完成期限

工事延長　Ｌ＝１５７ｍ，河川土工　１式，構造物撤去工　１式，

法覆護岸工　１式，護床工　１式，流入工　１式，付帯工　１式，

仮設工　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



２７４５

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　総合評価に関する事項

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号

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

　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

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

　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評価の方法



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

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

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７４６

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）

令和２年９月１１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（以下「本市の休日」という。）を除く，電子入札シス

　テムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

※　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日の午後５時までに契約

　監理課に必着のこと。

※　持参による場合は，本市の休日を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年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

「内訳書」を添付して「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確

認通知」及び「入札書受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方　　法

第１日目　令和２年９月２８日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和２年９月２９日（火）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日　　時

原則，契約監理課への持参による。なお，事業者の費用負担による郵送を認め

る。
方　　法

令和２年９月３０日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

方 法



２７４７

　⑵　評価値による開札

１０　落札者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

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

　補者を決定する。

１１　入札保証金

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

　定により免除します。

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第５６５号

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

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

定により，次の通り公告します。

　　令和２年９月１１日

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号

令和２年１０月７日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

　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」



     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

　　障害支援区分認定調査業務一式

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次の⑴～⑹の要件をすべて満たす法人に限り入札に参加することができます。

　⑴　令和２・３年度神戸市物品供給・製造請負・その他請負入札参加資格を有すること。

　⑵　入札への参加申請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を除く。）でないこと。

　⑷　下記要件のいずれかに該当する者。入札参加申込時点で該当しない場合は，令和２年１１

　　月３０日までに，下記いずれかの条件を具備すること。

　　①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（以下「障害者総合支援

　　　法」という。）第５１条の１４第１項に規定する指定一般相談支援事業所

　　②指定特定相談支援事業者のうち神戸市から委託を受けて障害者総合支援法第７７条第１項

　　　第３号に規定する事業を行うもの

　　③介護保険法第２４条の２第１項に規定する指定市町村事務受託法人

　⑸　過去に，障害支援区分認定調査の受託実績が１件以上あること。

　⑹　プライバシーマークを取得していること。

　⑺　ＩＳＯ ９００１，ＩＳＯ １４００１，ＩＳＯ ２７００１を取得していること。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市中央区東町１１３番地１（郵便番号　６５０－００３１）

　　大神ビル７階

　　神戸市福祉局障害者支援課（以下「障害者支援課」という。）

　　電話番号　０７８－３２２－６３５２

４　入札の参加に関する説明書の交付期間，交付場所及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　令和２年９月１１日（金）から令和２年９月１８日（金）まで（神戸市の休日定める条例 

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

　　ら午後５時３０分まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　交付場所

　　　障害者支援課

　⑶　交付方法

　　　無料交付

５　入札参加申請の日時及び場所

　⑴　入札参加申請の日時

　　　令和２年９月１１日（金）から令和２年９月１８日（金）まで（神戸市の休日を定める条例

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

　　ら午後５時３０分まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　入札参加申請の場所

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７４８



２７４９

　　　障害者支援課

　⑶　入札参加申請に関する事項

　　　入札への参加は，上記５⑴の期間内に申請をした者に限ります。

６　入札及び開札の日時及び場所

　⑴　入札日時

　　　令和２年９月３０日（水）午後４時３０分から午後４時４５分

　⑵　開札日時

　　　令和２年９月３０日（水）入札締切後，直ちに開札実施

　⑶　入札及び開札の場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　

　　　神戸市役所１号館２４階　１２４４会議室

７　入札保証金に関する事項

　　入札保証金は免除とします。

８　入札の無効に関する事項

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　開札を欠席したとき。

　⑵　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑶　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。

　⑷　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑸　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑹　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。

　⑺　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。

　⑻　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑼　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。

　⑽　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。

　⑾　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。

９　その他

　⑴　入札方法

　　　入札当日に，入札書を入札箱に投入すること。郵便による入札はできません。

　⑵　落札者決定方法

　　　落札者の決定は，総額によって行い，規則第１０条の規定により定めた予定価格以下の価

　　格のうち，最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

　⑶　契約締結の手続

　　　契約の締結は，令和２年１０月１日（木）に行います。

　⑷　入札説明書の内容は，神戸市ホームページで見ることができます。

　　　（https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/business/recruit/20200930.html）

―――――――――――――――――

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号



神戸市公告第５６６号

　土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０条第１項の規定により，神戸市湊川町１０丁目

沿道整備街路事業の事業計画の変更（第１回）を認可したので，同条第３項において準用する

同法第９条第３項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年９月１４日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　施行者の名称

　　神戸市

２　事業施行期間

　　令和元年９月１９日から令和５年３月３１日まで

３　施行地区

　　神戸市兵庫区湊川町１０丁目の一部

４　土地区画整理事業の名称

　　神戸市湊川町１０丁目沿道整備街路事業

５　事務所の所在地

　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号三宮国際ビル内

６　施行認可の年月日

　　令和元年９月１９日

７　変更認可の年月日

　　令和２年９月１４日

―――――――――――――――――

神戸市公告第５６７号

　神戸三宮雲井通５丁目地区第一種市街地再開発事業の規準及び事業計画の認可を申請しよう

とする者から，都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第５０条の５第１項の規定により第一種市

街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告の申請があったので，同法第５０条の５第２項

において準用する同法第７条の３第２項の規定により次のとおり公告し，当該区域を表示する

図面を２週間公衆の縦覧に供します。

　なお，施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は，この公告が

あった日から起算して３０日以内に神戸市長に対し，その借地の所有者（借地権を有する者から

更に借地権の設定を受けた場合にあっては，その設定者及びその借地の所有者）と連署し，又

は借地権を証する書面を添えて，書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければな

りません。

　　令和２年９月１４日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　縦覧の期間

　　令和２年９月１４日から令和２年９月２８日まで

２　縦覧の場所

　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号三宮国際ビル８階

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７５０



２７５１

　　神戸市都市局市街地整備部市街地整備課

３　縦覧の時間

　　閉庁日を除く午前９時００分から午後５時００分まで

４　施行地区となるべき区域に含まれる地区の名称

　　神戸市中央区雲井通五丁目３０１番，３０２番，３０３番，３１７番，３１８番，３１９番，３２０番の一部，

　　３２２番の一部，３２３番，３２４番，

　　同四丁目３４５番の一部，３４６番，３４７番の一部

―――――――――――――――――

神戸市公告第５６８号

　都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第２８条第１項の規定により，垂水中央東地区市街地再

開発組合から理事長の氏名及び住所の届出があったので，同条第２項の規定により次のとおり

公告します。

　　令和２年９月１４日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　理事長の氏名

　　井澤　順三

２　理事長の住所

　　神戸市垂水区五色山１丁目２番７号

―――――――――――――――――

神戸市公告第５７５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１６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

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号

鹿の子台小学校外壁改修他工事工 事 名

神戸市北区鹿の子台６丁目３４－１工事場所

令和３年３月１５日完成期限

校舎棟　外壁改修工事　一式

屋内運動場棟　外壁改修工事・一部建具ガラス改修工事　一式

付帯施設棟　外壁改修工事　一式

上記に伴う電気設備工事，機械設備工事　一式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



　　（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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７５２

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２年９月１６日（水）～９月２９日（火）受付期間



２７５３

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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号

※　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）

契約監理課提出場所

第１日目　令和２年９月３０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１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１０月２日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



神戸市公告第５７６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１６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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７５４

青葉台地区汚水管改良工事（その２）工 事 名

神戸市北区青葉台工事場所

令和３年１１月３０日完成期限

管きょ更生工　φ２５０㎜　Ｌ＝８８０．２６ｍ，管きょ工（開削）Ｋ１φ２５０㎜

Ｌ＝１０．００ｍ，マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式
工事概要

全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　公益財団法人｢日本下水道新技術機構｣の建設技術審査証明を有する

　管更生工法で，当該工事の全ての本管径に対応するいずれかの工法の

　使用が可能であること。また，配置予定技術者については，次の①及

　び②に該当する技術者とすること。

　　①上記工法に関する施工監理技術の研修又は講習を修了した者。

　　②下水道管路更生管理技士（一般社団法人　日本管路更生工法品質

　　確保協会），下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）（公益社

　　団法人　日本下水道管路管理業協会）又は，下水道管きょ更生施工

　　管理技士（一般社団法人　日本管更生技術協会）の資格を有する者。

⑷　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

その他



２７５５

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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号

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９月１６日（水）～９月２９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３０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和２年１０月１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１０月２日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

方 法



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５７７号

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

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

び図書の写しを都市局計画部景観政策課窓口において一般の縦覧に供します。

　　令和２年９月１７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　景観影響建築行為予定者の氏名及び住所

　　ミサワホーム株式会社　代表取締役　磯貝　匡志

　　東京都新宿区西新宿２丁目４番１号

　　京阪電鉄不動産株式会社　代表取締役　道本　能久

　　大阪市中央区大手前１丁目７番３１号

　　医療法人一輝会　理事長　荻原　徹

　　神戸市中央区北長狭通５丁目３番５号

２　代理者および設計者の氏名，住所及び電話番号

　　（代理者）

　　伊藤喜三郎建築研究所・東急設計コンサルタント設計共同企業体

　　株式会社伊藤喜三郎建築研究所　大阪支店　浅野　賢治

　　大阪市中央区北浜１丁目１番１０号

　　０６－６２３１－０８７７

　　（設計者）

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７５６

　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



２７５７

　　同上

３　景観影響建築行為の概要

　⑴　所在及び地番　　　神戸市長田区大橋７丁目１番１号

　⑵　敷地面積 　　　約  ３，７３６　平方メートル

　⑶　建築面積 　　　約  ２，３０１　平方メートル

　⑷　延べ面積 　　　約 １４，７１６　平方メートル

　⑸　高さ 　　　約 　４７．９　メートル

　⑹　構造 　　　鉄筋コンクリート造

　⑺　階数 　　　地上１４階

　⑻　建物用途 　　　病院・共同住宅

４　住民説明会を開催する日時及び場所

　　令和２年９月２９日（火）１９時００分から

　　神戸市長田区日吉町１丁目１８番　新長田再開発現地事務所

５　縦覧の期間

　　令和２年９月１７日から令和２年９月３０日まで

―――――――――――――――――

神戸市公告第５９６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２９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

　　神戸市灘区中原通７丁目１番４，１番５，１番８

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都新宿区信濃町３２番地

　　創価学会

　　　代表役員　長谷川　重夫

３　許可番号

　　令和２年２月１３日　第７０１１号

　　（変更許可　令和２年７月１０日　第１３８２号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第５９７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２９日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号



１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市中央区籠池通６丁目９番，１０番，１１番２，１２番４，７番１の一部，８番１の一部，

　　８番２の一部，１１番１の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市中央区籠池通７丁目１番２９号

　　宗教法人　霊法會

　　代表役員　柴田　登茂三

３　許可番号

　　令和元年６月１４日　第６９６１号

　　（変更許可　令和２年７月２７日　第１３８６号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第５９８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２９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

　　神戸市北区有野町二郎字藤丸１０５０番

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川西市小花２丁目１０番２号　プライムコート川西

　　たいせい住宅兵庫株式会社

　　　代表取締役　安田　徹

３　許可番号

　　令和２年５月７日　第７０２６号

―――――――――――――――――

神戸市公告第５９９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２９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

　　神戸市西区二ツ屋二丁目７番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　加古川市加古川町溝之口５８４番地

　　　株式会社　三建　

　　　代表取締役　川口　雅巳

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７５８



２７５９

３　許可番号

　　　令和２年３月２６日　　　第　７０２２　号

　

  区  役  所  

神戸市兵庫区公告第４０号

行　旅　死　亡　人　に　つ　い　て

　行旅病人及び行旅死亡人取扱法（明治３２年３月２８日法律第９３号）第９条の規定により，行旅

死亡人を次のとおり公告します。     

　　令和２年９月１１日

神戸市兵庫区長　小　林　隆一郎　

１．本籍・住所・氏名　不詳

２．性別　 　　女性

３．年齢　　　　　　　４０～５０代

４．死亡日時　　　　　令和２年８月５日頃（推定）

５．発見日時　　　　　令和２年８月８日午後３時１９分

６．発見場所　　　　　神戸市兵庫区烏原町　烏原貯水池北西六甲全山縦走路ち１－１１－１３脇

 　　　　　　　山林の傾斜

７．死因 　　急性窒息死（疑）

８．遺留金品　　　　　黒ポロシャツ・紺色半ズボン・黒色スニーカー・黒色リュックサック

  　　白色手提げ袋・ぬいぐるみ（サメ）・ミニタオル他

  水  道  局  

神戸市水道告示第１２号

　神戸市指定給水装置工事事業者規程（平成１０年３月水道管理規程第１０号）第７条の規定によ

り次のとおり神戸市指定給水装置工事事業者の事業の廃止の届出があったので，同規程第１０条

の規定により告示する。

　　令和２年９月２９日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　　

―――――――――――――――――

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号

廃止年月日
事　　　業　　　所事　　　業　　　者

所　在　地名　　称代表者所　在　地氏名又は名称

令和２年

９月２９日
西区月が丘５丁目１９番地の３福本工業福本　三津也西区月が丘５丁目１９番地の３福本工業



神戸市水道告示第１３号

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

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

する。

　　令和２年９月２９日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第７１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１１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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７６０

指定年月日
事　　　業　　　所事　　　業　　　者

所　在　地名　　称代表者所　在　地氏名又は名称

令和２年

９月３０日

大阪府堺市堺区向陵西町四丁７番

２６号－５Ｆ

株式会社　

コネクトライフ

代表取締役　

坂本　裕司

大阪府堺市堺区向陵西町四丁７番

２６号－５Ｆ

株式会社　

コネクトライフ

令和２年

９月３０日
明石市荷山町１８５５番地の１９

株式会社　

エム・ワイ・ジ

ー

代表取締役　

宮地　七佳人
明石市荷山町１８５５番地の１９

株式会社　

エム・ワイ・ジ

ー

令和２年

９月３０日
長田区細田町１－３－２１

共新工業株式会

社

代表取締役　

板﨑　博志
長田区細田町１－３－２１

共新工業株式会

社

令和２年

９月３０日
西区月が丘５丁目１９番地の３

株式会社　

福本工業

代表取締役　

福本　三津也
西区月が丘５丁目１９番地の３

株式会社　

福本工業

須磨（白川台）配水管取替工事№４工 事 名

神戸市須磨区白川台１丁目～２丁目工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレックス

方式）であり，発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）内

で，受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお，落札者は契

約締結までに様式第８号の２により，工期の始期日及び終期日を通知すること。

余裕期間内は，現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。また，

現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが，測量，資材の搬入，仮

設物の設置等，工事の着手を行ってはならない。なお，余裕期間内に行う準備

は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和３年１２月２８日

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

完成期限

布設延長（ｍ）：φ７５－２０．９，φ１００－４２．５，φ１５０－７９３．０，φ２００－１６８．５，

φ２５０－０．４，φ３００－７６１．９，φ７５給－１０．３，φ１００給－２．０，φ１５０給－１２．７
工事概要



２７６１

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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし、下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は、特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

　水道管開削工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成２１年

度以降に完成させた施工実績があること。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。　

　ただし，等級が土木Ａ又はＢであり，令和２・３年度神戸市競争入札

参加資格の土木一般の総合点数が１，０８０点以上のものは施工実績の提出

は不要とする。

施工実績

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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。

⑷　・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。

⑸　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑹　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。

⑺　・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。

⑻　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

⑼　※なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課におい

　て入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した

　工事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

その他

撤去延長（ｍ）：φ７５－１５．４，φ１００－４２．４，φ１５０－５８９．３，φ２００－３２１．１，

φ２５０－２７４．５，φ３００－４５０．４，φ７５給－１０．３，φ１００給－２．０，φ１５０給－５．３

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



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７６２

⑽　※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１１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

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」

方 法



２７６３

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第７２号

　事前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１１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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７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

中央（東町他）配水本管取替事業事 業 名

本事業は，詳細設計及び神戸市土木積算システムを利用した工事価格の積算

（以下「設計業務」という。）並びに工事請負により構成され，本事業に対す

る請負率から算出する価格による競争入札の落札者と基本契約を締結し，設計

業務請負契約と工事請負契約を段階的に締結する多段階契約方式による試行事

業である。

事業概要

⑴　本事業は，設計業務を自ら行う予定の入札参加者だけではなく，入札参加

　者と入札参加者より委託され設計業務を行う者（以下「設計受託者」とい 

　う。）として予定されている者（以下「予定設計受託者」という。）との共

　同による事業実施（以下「コンソーシアム」という。）による参加も認める。

　なお，落札者の選定は，設計業務の予定価格と工事請負の予定価格（概算）

　それぞれに，入札書に記入した事業の請負率を乗じて算出した額の合計によ

　り競争する一般競争入札方式により行う。

⑵　設計業務請負契約は，入札書に記入した設計業務の入札額に当該金額の 

　１００分の１０に相当する額（１円未満の端数があるときは，その端数金額を切

　り捨てた金額）を加算した金額をもって締結する。

⑶　設計業務請負契約の締結後，受注者へ本市積算システムを貸与する。受注

　者は，当該積算システムを用いて各工事予定価格を積算するものとし，この

　各工事予定価格に，受注者が入札書に記入した事業の請負率を乗じて，各工

　事請負契約金額を確定し，各工事請負契約を締結する。

⑷　コンソーシアムにより参加する場合

　ア　入札参加資格の審査の申請の際に，予定設計受託者が作成した設計業務

　　　の委託に関する見積書（以下「見積書」という。）を提出すること。

　イ　落札決定後，アの見積書に記載の設計見積額以上の金額を委託費として，

　　　予定設計受託者と適切に契約を締結すること。

入 札 の

留意事項



令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７６４

　ウ　見積額以上の契約を締結しない場合には，その理由を提出すること。

　　　理由が不適正であった，または理由が提出されない場合には，是正のた

　　　めの措置を講じるように求めます。是正措置を講じない場合は，口頭注

　　　意の措置を行い，各工事成績評定を５点減じます。

　エ　設計受託者への委託費の支払完了後に，設計受託者に対する支払報告書

　　　を提出すること。

　オ　設計受託者に対する支払額がイの委託費を下回る場合には，その理由を

　　　提出すること。

　　　理由が不適正であった，または理由が提出されない場合には，是正のた

　　　めの措置を講じるように求めます。是正措置を講じない場合は，口頭注

　　　意の措置を行い，各工事成績評定を５点減じます。

　カ　予定設計受託者の倒産等やむを得ない理由により設計業務の履行が不可

　　　能になった場合を除き，落札決定後の予定設計受託者の変更は認めませ

　　　ん。なお，やむを得ず予定設計受託者を変更する際は，発注者の承諾を

　　　得ること。

１工区：神戸市中央区東町，伊藤町，江戸町，京町，浪花町

２工区：神戸市中央区再度筋町，諏訪山町，山本通３・４丁目
工事場所

令和４年９月３０日完成期限

管取替延長

１工区：φ３００－１６．０ｍ，φ９００－３０６．３ｍ

２工区：φ７５－７．７ｍ，φ１００－１０．０ｍ，φ１５０－５．１ｍ，φ３００－９７６．２ｍ，

　　　　ＳＰ３００－１５．０ｍ

工事請負

の概要

中央（東町他）配水本管取替事業の詳細設計及び神戸市土木積算システムを利

用した工事価格の積算を行う。

　＜工事案件数＞

　　　小口径取替路線：１件

　　　大口径取替路線：１件

　　　なお，成果品のとりまとめは２路線とする。

　＜延長＞

　　　・配水管取替（開削工法）

　　　　Φ９００㎜：３０６．３ｍ

　　　　Φ３００㎜：９９２．２ｍ

　　　　Φ１５０㎜：　５．１ｍ

　　　　Φ１００㎜： １０．０ｍ

　　　　Φ ７５㎜：　７．７ｍ

　　　・水管橋（パイプビーム形式）

　　　　Φ３００㎜： １５．０ｍ

　　　・仮配水管：５７８．５ｍ

　　　※　原則，ＧＸ形で設計するものとする。（連絡部等除く）

　　　※　水管橋については，下部工及び護岸等その他付帯構造物の設計を含

　　　　む。

設計業務

の概要
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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２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号

設計業務は設計業務請負金額の３割以内の額を支払う。

工事請負は工事請負契約の締結ごとに当該工事請負金額の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，開札前に入札参加資格の審査を行う事前審査型を適用する。そ の 他

単独企業，特定建設工事共同企業体（構成員は２社又は３社とする）又は

それらと建設コンサルタントとのコンソーシアム
形態　　　　

Ⅰ．工事請負に関して必要な資格

土木工事業に係る建設業の許可

ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万）

以上になる場合は，特定建設業許可を要します。

単独企業

の場合

建設業の許可
構成企業は，土木工事業に係る建設業の許可若しくは水道施設

工事業に係る建設業の許可を有していること。なお，構成企業

の内１社以上は土木工事業に係る建設業の許可を有しているこ

と。

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。

ＪＶの場

合

土木一般の場合，土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

ただし，入札参加資格の審査の申請の受付期間の最終日において有効な神

戸市工事請負入札参加資格における等級をいう。

等級

土木一般の場合

　水道管開削工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成２１年度

以降に完成させた施工実績があること。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

　ただし，等級が土木Ａのものは施工実績の提出は不要とする。

水道施設の場合

　本市の製造請負・鋳鉄管工事を平成２１年度以降に完成させた施工実績が

あること。

施工実績

⑴　土木一般の場合（特定建設工事共同企業体の構成企業も含む），神戸

　市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月２９日以降の審査基準日の経営機構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日から受付最終日の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
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　・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，受付最終日において施工中 

　（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日から受付最終日の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。

Ⅱ．設計業務に関して必要な資格等

　次に掲げる要件を満たす設計業務に係る管理技術者及び照査技術者を当

　該設計業務に配置できること。なお，管理技術者と業務責任者を兼務で

　きるが，管理技術者と照査技術者を兼務することはできない。

⑴　管理技術者

　　神戸市測量・地質調査・設計業務等共通仕様書第１章第９条第３項に

　示す要件を満たす者で，設計業務特記仕様書「６．技術者⑴」に示す業

　務経験を有する者とする。

⑵　照査技術者

　　神戸市測量・地質調査・設計業務等共通仕様書第１章第１０条第２項第

　３号に示す要件を満たす者で，設計業務特記仕様書「６．技術者⑵」に

　示す業務経験を有する者とする。

※なお，ＤＢ様式１－１の通知書を提出すること。

設計業務を自

ら行う予定の

場合

⑴　予定設計受託者の要件

　　　設計業務を設計受託者に委託する場合，予定設計受託者は次のアか

　　らカに掲げる要件を満たしている単独企業とする。　

　　ア 入札参加資格の審査の申請の受付期間の最終日及び落札決定の

　　　　日において有効な神戸市入札参加資格（建設コンサルタント等）

　　　　を有すること。

　　イ 神戸市内に本店または支店・営業所等を有すること。

　　ウ 次に掲げる要件を満たす設計業務に係る管理技術者及び照査技

　　　　術者を当該設計業務に配置できること。なお，管理技術者と照査

　　　　技術者を兼務することはできない。

　　　　①　管理技術者

　　　　　　神戸市測量・地質調査・設計業務等共通仕様書第１章第９条

　　　　　　第３項に示す要件を満たす者で，設計業務特記仕様書「６．

　　　　　　技術者⑴」に示す業務経験を有する者とする。

　　　　②　照査技術者

　　　　　　神戸市測量・地質調査・設計業務等共通仕様書第１章第１０条

　　　　　　第２項第３号に示す要件を満たす者で，設計業務特記仕様書

　　　　　　「６．技術者⑵」に示す業務経験を有する者とする。

コンソーシア

ムの場合
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３　支払条件

　　本事業については，基本契約締結後，段階的に締結する設計業務請負契約及び工事請負契

　約に基づき，請負金額等を支払う。

４　入札参加資格の審査の申請方法

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号

　　エ　入札に参加する複数の者からの設計受託を予定していないこと。

　　オ　入札参加申込書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。

　　カ 入札参加申込書の受付期間の最終日から落札決定の日までの間

　　　　において，経営状況が窮境にある者（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が

　　　　されている者を除く。）でないこと。

⑵　予定設計受託者からの見積書の提出

　　ア 入札参加者は，次に定めるところにより，予定設計受託者が作成

　　　　した見積書の写しを提出すること。

　　　　様式：ＤＢ様式１－２によることとする。

　　イ 落札者となった場合であって，落札者の決定後契約の締結までの

　　　　間において，予定設計受託者による設計業務の履行が不可能にな

　　　　った場合には，新たに自ら設計業務を実施する場合を除き，基本

　　　　契約締結時までに発注者に新たな設計受託者の見積書の写しを提

　　　　出することとする。

　　ウ　入札参加時に見積書の写しを提出した者が落札者となった場合で

　　　　あって，落札者の決定後契約の締結までの間において，設計業務

　　　　を自ら行うこととした場合には，基本契約締結時までに発注者に

　　　　ＤＢ様式１－１の通知書を提出することとする。

郵便番号　６５０－８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（市役所４号館６

階）

神戸市水道局経営企画課　（電話番号０７８－３２２－５８８０）

受付場所

令和２年９月１１日（金）～１０月２日（金）　

（郵送の場合は書留郵便のみ受付可。受付最終日の午後５時までに神戸市水道

局経営企画課必着）

受付期間

提出書類の様式は，神戸市水道局ホームページ

　（https://www.city.kobe.lg.jp/a38134/business/annaitsuchi/gyousha/

　　kanrodb.html)からダウンロードするか，又は受付期間内(ただし最終日を

　　除く)に受付場所において交付を受けること。

⑴　制限付一般競争入札参加資格審査申請書（様式第３号）

⑵　資本関係・人的関係調書（様式第４号）

⑶　特定建設工事共同企業体であることを確認する書類　

　　ア　特定建設工事共同企業体認定申請書（ＪＶ様式第１号）

　　イ　特定建設工事共同企業体協定書（ＪＶ様式第２号）

⑷　施工実績調書（様式第５号）

提出書類



５　入札参加資格の審査の結果の通知　

　　令和２年１０月７日（水）

６　設計図書等の貸与

７　入札予定日時及び場所等

８　開札予定日時及び場所

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７６８

入札参加を希望する者対 象 者

この公表の日から入札予定日時までの間日　　時

ＰＤＦファイル形式にしたもの形　　式

神戸市水道局ホームページ

（https://www.city.kobe.lg.jp/a38134/business/annaitsuchi/gyousha/

kanrodb.html）に掲載するので，ダウンロードすること。

方　　法

契約に至らなかった入札参加者は，貸与した設計図書を速やかに破棄又は削除

すること。
そ の 他

⑸　施工実績調書の内容が確認できる書類　

⑹　設計業務を自ら行う場合：通知書（ＤＢ様式１－１）

　　コンソーシアムの場合：予定設計受託者が作成した見積書（ＤＢ様式１－

　２）の写し

⑺　入札参加資格審査結果通知返信用封筒（長３号（１２０㎜×２３５㎜）の封筒に，

　返信先を記載し，９４円切手をはり付けたもの）

※受付期間内に，⑴～⑺の提出がない場合は入札を無効とします。（ただし，

　⑶はＪＶでない場合は提出不要）

※工事請負に際して提出が必要な書類は，各工事請負契約締結の手続きにおい

　て別途案内します。

令和２年１０月２３日（金）　午前９時から午前１０時まで日　　時

神戸市中央区加納町６丁目５番１号　市役所４号館６階

神戸市水道局経営企画課
場　　所

持参による。方　　法

⑴　入札書記載金額について

　　落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０

　に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，そ

　の端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので，入札者は，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，

　見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

　と。

⑵　入札金額の積算について

　　入札金額の積算に当たっては，最低賃金法に規定する最低賃金額以上の賃

　金を支払うことを踏まえた金額としてください。

入札につ

いて
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９　その他

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第７３号

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

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

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

第２１条の１４の規定により，次のとおり公告します。

　　令和２年９月２９日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生　

１　落札に係る特定役務の名称及び数量

　　千苅浄水場中央監視制御設備更新事業　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市水道局施設課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　落札者を決定した日

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号

入札の日と同じ日　午前１０時３０分から日　　時

神戸市中央区加納町６丁目５番１号　市役所４号館６階場　　所

無入札時ＶＥ提案の有無　

無仮契約の有無　

設計業務

　￥ １３，３４４，０００円

工事請負

　￥３８６，５５５，０００円（概算）

　※工事請負はあくまで参考価格で設計業務により決定するた

め，この金額を保証するものではありません。

予定事業価格

（消費税相当額を除く）

無

当該事業は最低制限価格制度の適用対象事業です。最低制限価

格を下回る入札金額の場合は失格となります。

低入札価格調査制度適用

の有無

無
当該事業に直接関連する他の工事の請負契約を当該事業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

神戸市水道局経営企画課（電話番号　０７８－３２２－５８８０）照会先

　質疑については「入札参加資格審査結果通知書」による通知を受けた日か

ら令和２年１０月１５日（木）午後５時（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。）まで受け

付けます。これ以降は受け付けません。回答は水道局ホームページで公表及

び，水道局経営企画課で配布します。

その他　



　　令和２年９月８日

４　落札者の氏名及び住所

　　株式会社　日立製作所　神戸支店　

　　支店長　本田　正昭

　　神戸市中央区雲井通七丁目１番１号

５　落札金額

　　２，１５０，０００，０００円

６　契約の相手を決定した手続き

　　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０の２第１項及び第２項の規定によ

　り落札者を決定する一般競争入札により落札者としました。

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

　　令和２年３月１９日

  訂     正  

　令和２年６月３０日付神戸市公報第３６６４号に掲載の神戸市規則第９８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。

（１３４９ページ上から２３行目）

誤　第４条　入館料は，様式第１号による個人入館券又は様式第２号による団体入館券の発行

　　　により徴収する。

正　第４条の２　入館料は，様式第１号による個人入館券又は様式第２号による団体入館券の

　　　発行により徴収する。

（１３５３ページ）

誤　様式第１号　（第４条関係）

　　様式第２号　（第４条関係）

正　様式第１号　（第４条の２関係）

　　様式第２号　（第４条の２関係）　

―――――――――――――――――

　令和元年１２月１７日付け神戸市公報第３６３８号に掲載の神戸市水道管理規程第２２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。

（４６６３ページ上から２８行目）

誤

　第２条の５第１項中第２号を第４号とし，第１号の次に次の２号を加える。

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７７０



２７７１

正

　第２条の５第１項第２号中「前項」を「第１項」に改め，同号を第４号とし，第１号の次に

次の２号を加える。

（４６６５ページ上から１３行目）

誤

　第７条第１項中「病気のための欠勤（以下この項において単に「欠勤」という。）をしよう

とする者」を「病気休暇の承認を受けようとする者（次号に掲げる場合を除く。）」に，「欠

勤をする場合以外の場合であつて，かつ，欠勤をする日までの１月間になされた欠勤」を「病

気休暇を取得する場合以外の場合であって，かつ，病気休暇を取得する日までの１月間に取得

した病気休暇」に改め，「医師の診断書その他これに類する書類）を」の次に「，長期にわた

り正規の勤務時間（水道局職員の勤務時間，休暇等に関する規程（昭和３３年３月水道管理規程

第１２号）第４条に規定する正規の勤務時間をいう。）において通院による治療を行わなければ

ならない特別の事情がある者であって，病気休暇の承認を受けようとする者は医師の診断書

（当該診断書に記載された通院期間内において，当該特別の事情により再び病気休暇の承認を

受けようとする場合にあっては，医師の診断書その他これに類する書類）」を加え，同条第２

項中「所属長」の次に「等」を加える。

正

　第７条第１項中「病気のための欠勤（以下この項において単に「欠勤」という。）をしよう

とする者」を「病気休暇の承認を受けようとする者（次号に掲げる場合を除く。）」に，「欠

勤をする場合以外の場合であつて，かつ，欠勤をする日までの１月間になされた欠勤」を「病

気休暇を取得する場合以外の場合であって，かつ，病気休暇を取得する日までの１月間に取得

した病気休暇」に改め，「医師の診断書その他これに類する書類）を」の次に「，長期にわた

り正規の勤務時間（水道局職員の勤務時間，休暇等に関する規程（昭和３３年３月水道管理規程

第１２号）第４条に規定する正規の勤務時間をいう。）において通院による治療を行わなければ

ならない特別の事情がある者であって，病気休暇の承認を受けようとする者は医師の診断書

（当該診断書に記載された通院期間内において，当該特別の事情により再び病気休暇の承認を

受けようとする場合にあっては，医師の診断書その他これに類する書類）を」を加え，同条第

２項中「所属長」の次に「等」を加える。

―――――――――――――――――

　令和２年５月１９日付け神戸市公報第３６５８号に掲載の神戸市水道管理規程第３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。

（７１３ページ上から２２行目）

誤

　第５条第１項中「事業部長」を「副局長（水道技術管理者）」に改め，同条第２項中「部

長」を「副局長」に改める。

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号



正

　第５条第１項中「事業部長」を「副局長（水道技術管理者）」に改め，同条第２項中「部長，

担当部長」を「副局長，担当部長」に改める。

令和２年９月２９日   神  戸  市  公  報   第３６７７号 ２７７２


