
目      次

告      示

▽神戸市立図書館における蔵書点検及び館内

　整理のための休館日

　　　　［文化スポーツ局中央図書館総務課］

▽個人の市民税の控除の対象となる寄附金に

　係る団体の指定（特定非営利活動法人ロー

　ンボウルズ日本）

 　　　［行財政局税務部市民税課］

▽放置自転車等の撤去及び保管

 　　　　［建設局垂水建設事務所］

▽放置自転車等の撤去及び保管

 　　　　［建設局中部建設事務所］

▽放置自転車等の撤去及び保管

 　　　　［建設局東部建設事務所］

▽放置自転車等の撤去及び保管

  ［建設局西建設事務所］

▽指定介護老人福祉施設，指定短期入所生活

　介護事業所及び指定介護予防短期入所生活

　介護事業所の指定の効力停止

  　［福祉局監査指導部］

▽生活保護法等による医療機関の指定

  　　　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の指定の

　辞退  　　　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による施術者の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による介護機関の指定

   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の指定の

　辞退   　［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

　廃止   　［福祉局保護課］

▽道路法による道路の区域変更及び供用開始

　（県道　三木三田線ほか）

  　［建設局道路管理課］

▽道路法による道路の区域決定及び供用開始

　（市道　鈴蘭台９６号線）

  　［建設局道路管理課］

▽放置自転車等の撤去及び保管

 　　　　［建設局西部建設事務所］

公      告

▽総合評価落札方式一般競争入札による契約

　の締結（飛松中学校・東落合中学校大規模

　改修事業）　　　［建築住宅局技術管理課］

▽総合評価落札方式一般競争入札による契約

　の締結（成徳小学校・西灘小学校大規模改

　修事業）　　　　［建築住宅局技術管理課］

▽総合評価落札方式一般競争入札による契約

　の締結（六甲小学校・灘小学校大規模改修

　事業） 　　　　［建築住宅局技術管理課］

▽総合評価落札方式一般競争入札による契約

　の締結（摩耶小学校・福住小学校大規模改

　修事業）　　　　［建築住宅局技術管理課］

▽総合評価落札方式一般競争入札による契約

　の締結（水木小学校大規模改修事業）

 　　　　［建築住宅局技術管理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（山の街住宅３５号棟外壁改修他工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（ありの台小学校長寿命化改修他昇

　降機設備工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（高羽小学校校舎棟増築他昇降機設

　備工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（東灘処理場管理本館玄関ホール天

　井脱落対策工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（春日野南歩道橋舗装改築工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（大江橋耐震補強及び補修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（高羽広場整備工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（ポートターミナル西側プレート板

　他取付工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（天神川乗越峠線歩道拡幅工事）

  ［行財政局契約監理課］
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４４１２

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（湊川ポンプ場　２・３号雨水ポン

　プ機械設備工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（長田北町駐車場消火設備更新工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（葺合南２９号線電線共同溝整備工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（唐櫃台１丁目地区他汚水管改良工

　事）  ［行財政局契約監理課］

▽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る契約の締結（生田

　川右岸線道路改良工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽有料公園（布引公園）の供用日の変更

  ［建設局公園部管理課］

▽神戸市環境影響評価等に関する条例による

　事後調査報告書の概要書の写しの縦覧（六

　甲アイランド南建設事業）

 　［環境局環境保全部環境都市課］

▽神戸市環境影響評価等に関する条例による

　事後調査報告書の概要書の写しの縦覧（第

　１１次クリーンセンター建設事業）

 　［環境局環境保全部環境都市課］

▽制限付一般競争入札による契約の締結（垂

　水処理場　東２系水処理他電気設備工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（道場出張所市民トイレ他改修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（六甲アイランド（Ｅ・Ｆバース）

　エプロン補修工事）［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（長尾山排水管理施設散水ろ床塔補

　修工事） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（落合環状線舗装補修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（アスタくにづか１番館北棟・２番

　館北棟空調設備更新工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（六甲山牧場手洗い器新設工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（神戸方面第４２０号線道路防災工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽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る契約の締結（桜口

　町２丁目地区他汚水管改築更新工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（東灘処理場　次亜塩素酸ナトリウム溶液

　購入）  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（東灘処理場　ポリ硫酸第二鉄溶液（高濃

　度品）購入） ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（東灘処理場　脱水用高分子凝集剤購入）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（西部処理場　高分子凝集剤購入）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（垂水処理場　高分子凝集剤購入）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（垂水処理場　ポリ硫酸第二鉄溶液（高濃

　度品）購入） ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（垂水処理場　次亜塩素酸ナトリウム溶液

　購入）  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（玉津処理場　高分子凝集剤購入）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（港島クリーンセンター　高反応消石灰購

　入）  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（港島クリーンセンター　集じん灰処理剤

　購入）  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（東クリーンセンター　高反応消石灰購入）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（東クリーンセンター　集じん灰処理剤購

　入）  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市事業系ごみ指定袋保管・受注・配

　送等業務） ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（教育用コンピュータ用周辺機器借上げ）

  ［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市立須磨翔風高等学校コンピュータ

　システム等借上げ）［行財政局契約監理課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（神戸市立葺合高等学校コンピュータシス

　テム等借上げ） ［行財政局契約監理課］
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４４１３令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（ＩＣＴ機器借上【神戸市小学

　校後期その３】） ［行財政局契約監理課］

▽特定調達契約に係る随意契約による相手方

　の決定（ＩＣＴ機器借上【神戸市中学校そ

　の１】） ［行財政局契約監理課］

▽建築基準法第４８条第１５項の規定による公聴

　会の開催

　　　　［建築住宅局建築指導部建築安全課］

▽都市公園の設置（学園南４号緑地ほか）

  ［建設局公園部管理課］

▽開発行為に関する工事の完了（西区玉津町）

   　［都市局指導課］

▽開発行為に関する工事の完了（西区学園東

　町８丁目）  　［都市局指導課］

水   道   局

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（奥平野高層電気設備更新工事）

   　［水道局施設課］

交   通   局

▽制限付一般競争入札による契約の締結（西

　神・山手線新長田駅連動装置及びＡＴＣ地

　上装置更新工事）  　［交通局総務課］

▽制限付一般競争入札による契約の締結（西

　神・山手線および北神線列車無線設備更新

　工事）   　［交通局総務課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（西神中央駅駅務室空調設備更新工

　事）   　［交通局総務課］

▽制限付一般競争入札による契約の締結（西

　神・山手線および北神線漏洩同軸ケーブル

　敷設工事）  　［交通局総務課］

▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

　札者の決定（軽油の購入）［交通局総務課］

人 事 委 員 会 

▽人事委員会議事規則の一部を改正する規則

 　　　［人事委員会事務局調査課］

農 業 委 員 会 

▽農地法第３条第２項第５号括弧書きの規定

　による別段の面積の決定

  　［農業委員会事務局］
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  告     示  

神戸市告示第６９８号

　神戸市立図書館について，神戸市立図書館条例施行規則（令和２年３月規則第９１号）第２条

第１項第３号の規定による蔵書点検のための休館日及び第２条第１項第４号の規定による館内

整理のための休館日を定めたので，次のとおり告示する。

　　令和３年１月８日

　　　     神戸市長　久　元　喜　造　

１　蔵書点検のために休館する図書館及び休館日

２　館内整理のために休館する図書館及び休館日

　⑴　休館する図書館

　　　中央図書館

　⑵　休館日

　　　令和３年６月，１０月，１２月及び令和４年２月の第３木曜日

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第６９９号

　神戸市市税条例（昭和２５年８月条例第１９９号）第２３条の２第１項第３号の規定に基づき，個

人の市民税の控除の対象となる寄附金に係る法人又は団体を指定したので，次のとおり告示す

る。

　　令和３年１月１２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４１４

点　　検　　期　　間名     称

令和３年６月３日（木）から令和３年６月１６日（水）まで中 央 図 書 館

令和３年５月２６日（水）から令和３年５月３０日（日）まで東 灘 図 書 館

令和３年６月８日（火）から令和３年６月１３日（日）まで灘 図 書 館

令和３年４月７日（水）から令和３年４月１１日（日）まで三 宮 図 書 館

令和３年５月２６日（水）から令和３年５月３０日（日）まで兵 庫 図 書 館

令和３年４月１４日（水）から令和３年４月１８日（日）まで北 図 書 館

令和３年６月２日（水）から令和３年６月６日（日）まで北 神 図 書 館

令和３年４月７日（水）から令和３年４月１１日（日）まで新 長 田 図 書 館

令和３年５月１９日（水）から令和３年５月２３日（日）まで須 磨 図 書 館

令和３年４月１４日（水）から令和３年４月１８日（日）まで垂 水 図 書 館

令和３年５月１９日（水）から令和３年５月２３日（日）まで西 図 書 館



４４１５

   

―――――――――――――――――

神戸市告示第７０９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３年１月２６日

     神戸市長　久　元　喜　造

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　垂水自転車保管所

　　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
指定年月日

（対象となる寄附金）

指定番号

特定非営利活動法人ローンボウルズ日本

理事長　奥田　昭

神戸市西区桜が丘東町２丁目５番地の１０

令和３年１月６日

（令和２年１２月２２日から

令和７年１２月２１日までに

支出された寄附金）

２０２０００１１

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

垂水区福田５丁目６番２０号

建設局垂水建設事務所

令和２年１２月１日台

台

２

１

自転車

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

垂水区西舞子８丁目２０番

１９号



  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７１０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３年１月２６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

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４１６

電話　７０７－０２３４台

台

２

０

自転車

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

垂水保管所

令和２年１２月４日台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１２月７日台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１２月１０日台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

塩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１２月１５日台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１２月２１日台

台

０

２

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１２月２３日台

台

０

１

自転車 

原動機付自転車

垂水駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

西舞子駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１２月２３日台

台

１２

０

自転車 

原動機付自転車

垂水区管内長期放置



４４１７

　　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

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表　

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３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１２月１日

台

台

６

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

１１

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１１

０

自転車 

原動機付自転車

春日野道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年１２月４日

台

台

３９

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

台

台

７

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年１２月９日

台

台

４６

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

台

台

７

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１２月１４日

台

台

５５

１

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

台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車

春日野道駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１２月１８日
台

台

２７

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



　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７１１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３年１月２６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。）

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４１８

令和２年１２月２４日

台

台

１４

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

台

台

１１

０

自転車 

原動機付自転車

元町駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

７

０

自転車 

原動機付自転車

春日野道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年１２月２８日
台

台

２００

６

自転車 

原動機付自転車
中央区・兵庫区長期放置

令和２年１２月３日

台

台

６７

２

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

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

１５

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年１２月１１日

台

台

２４

１

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１９

０

自転車 

原動機付自転車

新開地駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１９

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内

令和２年１２月２３日

台

台

４６

０

自転車 

原動機付自転車

神戸駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１３

０

自転車 

原動機付自転車

新開地駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１９

１

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

台

台

９

０

自転車 

原動機付自転車

兵庫駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１１

０

自転車 

原動機付自転車
駐輪場内



４４１９

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）

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３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

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１２月２日台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

５

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

魚崎駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１２月３日台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

灘駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

岩屋駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

摩耶駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１１

７

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

大石駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１２月９日台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

甲南山手駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１２

１

自転車 

原動機付自転車

六甲アイランド駅周辺

自転車等長期放置



―――――――――――――――――

神戸市告示第７１２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３年１月２６日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４２０

令和２年１２月１０日台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

６

１

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

新在家駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

９

２

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

５

２

自転車 

原動機付自転車

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１２月１５日台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

魚崎駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１２月１７日台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

７

２

自転車 

原動機付自転車

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

３

０

自転車 

原動機付自転車

王子公園駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

摩耶駅周辺

自転車等放置禁止区域

令和２年１２月２２日台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

稗原保管所

灘区上河原通１丁目１番

台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車

大石駅周辺

自転車等放置禁止区域

台

台

１６

３

自転車 

原動機付自転車

灘区管内

自転車等長期放置

台

台

４

０

自転車 

原動機付自転車

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜町１番５号

台

台

１２

０

自転車 

原動機付自転車

東灘区管内

自転車等長期放置



４４２１

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

　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７１３号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７７条第１項第１０号，第９２条第

１項第３号，第４号，第９号及び第１０号，第１１５条の９第１項第１０号の規定に基づいて，指定

介護老人福祉施設，指定短期入所生活介護事業所及び指定介護予防短期入所生活介護事業所に

対して，全部及び一部効力停止処分を行ったので，同法第７８条第１項第３号，第９３条第１項第

３号，第１１５条の１０第１項第３号の規定により告示する。

　　令和３年１月２６日

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３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１２月１０日台３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

令和２年１１月１７日台２自転車
西神南駅周辺内

自転車等放置禁止区域

令和２年１２月８日台１自転車

学園都市駅周辺内

自転車等放置禁止区域

西区学園西町３丁目２番地

学園都市保管所　

電話　７９５－４６１８



     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７１４号  

　次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条および中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規定に

より告示する。

　　令和３年１月２６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４２２

サービスの種類効力停止の内容

及び期間

事業者の主たる

事務所の所在地

事業者の名称事業所等の

所在地

事業所等の

名称

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

介護予防短期入所

生活介護

全部効力の停止

（１２カ月間の事

業停止）

（令和３年４月

１日から令和４

年３月３１日ま

で）

神戸市灘区鶴甲

５丁目１番５０号

社会福祉法人

六甲鶴寿園

神戸市灘区鶴甲

５丁目１番５０号

特別養護老

人ホームき

しろ荘

介護老人福祉施設一部効力の停止

（６カ月間の新

規受入停止及び

６カ月間の介護

報酬請求上限８

割（報酬の２割

減額））

（令和３年４月

１日から令和３

年９月３０日ま

で）

神戸市灘区鶴甲

５丁目１番５０号

社会福祉法人

六甲鶴寿園

神戸市灘区鶴甲

１丁目４番２１号

特別養護老

人ホーム陽

だまりの家

きしろ

指定年月日所在地名称

令和３年１月１日神戸市中央区加納町３丁目１番２０号　
Ｍｉｒａｉデンタルクリニッ

ク

令和２年１２月１日神戸市東灘区本山南町９丁目７番２６号サンビル調剤薬局

令和２年１２月１日神戸市北区道場町日下部１６６４番地　調剤薬局ルーカス

令和２年１２月１日神戸市東灘区本山中町３丁目１番１２号
スマイルアルファ訪問看護ス

テーション

令和３年１月１日神戸市中央区東雲通１丁目６番１０号
訪問看護ステーション　グリ

ーンアップル中央

令和２年１２月１日神戸市西区中野２丁目１２番８号であい訪問看護ステーション



４４２３

―――――――――――――――――

神戸市告示第７１５号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定の辞退があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和３年１月２６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７１６号

　次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２および中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の規定により，当該指定医療機関の事業を

廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和３年１月２６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７１７号

　次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活

保護法第５５条の３の規定により告示する。

　　令和３年１月２６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

辞退年月日所在地名称

令和２年１２月３１日神戸市灘区永手町４丁目２番１号フタニ歯科医院

令和２年１２月３１日神戸市須磨区前池町４丁目３番５号
医療法人社団のぶ歯科クリニ

ック

廃止年月日所在地名称

令和２年９月３０日神戸市垂水区舞子坂４丁目１番７号舞子坂ファミリー歯科

令和２年１１月３０日神戸市東灘区本山南町９丁目７番２６サンビル調剤薬局

令和２年１１月３０日神戸市北区道場町日下部１６６４番地調剤薬局ルーカス



はりきゅう師

―――――――――――――――――

神戸市告示第７１８号　　

　次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２および中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関

する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の指定をしたので，生活保護法第５５条の３の規

定により告示する。

　　令和３年１月２６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７１９号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条４項の指

定の辞退があったので，生活保護法第５５条の２の規定により告示する。

　　令和３年１月２６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４２４

指定年月日施術所の所在地施術者の氏名施術所の名称

令和２年１２月１４日
神戸市長田区長田町１丁目３番

１号
河村　啓之きずな整体整骨院

令和２年１２月２３日
神戸市長田区大丸町１丁目１５番

８号
砂川　真由美まゆみ鍼灸院

サービス種類指定年月日介護事業者の

主たる事務所

の所在地

介護事業者

の名称

当該指定にかか

る介護事業所の

所在地

当該指定にか

かる介護事業

所の名称

訪問介護　居宅介護

支援

令和元年

１２月１日

東京都千代田区

神田駿河台２丁

目９番地

株式会社ニチ

イ学館

神戸市垂水区西

舞子２丁目１４番

２３号　

ニチイケアセ

ンター舞子

訪問介護令和２年

１１月１日

神戸市兵庫区里

山町１番地の

２２４

合同会社介護

リハビリ事業

団

神戸市北区鈴蘭

台北町５丁目１３

番２号

ヘルパーステ

ーション助っ

人

サービス種類辞退年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該辞退にかか

る介護事業所の

所在地

当該辞退にか

かる介護事業

所の名称

訪問看護　訪問リハ

ビリテーション　通

令和２年

１２月３１日

兵庫県芦屋市大

東町１３番１号

麩谷　信也神戸市灘区永手

町４丁目２番１

フタニ歯科医

院



４４２５

―――――――――――――――――

神戸市告示第７２０号

　次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があったので，生活保護法第５５条

の３の規定により告示する。

　　令和３年１月２６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７２１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３年１月２７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３年２月９日まで一般の縦覧

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

サービス種類廃止年月日介護事業者の主

たる事務所の所

在地

介護事業者の

名称

当該廃止にかか

る介護事業所の

所在地

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

訪問介護令和２年

１０月３１日

神戸市兵庫区里

山町１番地の

２２４

合同会社介護

リハビリ事業

団

神戸市兵庫区里

山町１番地の

２２４

ヘルパーステ

ーション助っ

人

介護予防訪問介護　

居宅介護支援

令和２年

９月３０日

東京都千代田区

神田駿河台２丁

目９

株式会社ニチ

イ学館

神戸市須磨区千

歳町４丁目１番

１２号

ニチイケアセ

ンター須磨

訪問介護　通所介護

　介護予防訪問介護

　介護予防通所介護

　居宅介護支援

令和元年

１１月３０日

東京都千代田区

神田駿河台２丁

目９番地

株式会社ニチ

イ学館

神戸市垂水区舞

子台５丁目１番

１９号

ニチイケアセ

ンター舞子

所リハビリテーショ

ン　居宅療養管理指

導　介護予防訪問看

護　介護予防訪問リ

ハビリテーション　

介護予防通所リハビ

リテーション　介護

予防居宅療養管理指

導

号

居宅療養管理指導　

介護予防居宅療養管

理指導

令和２年

１２月３１日

神戸市須磨区前

池町４丁目３番

５号

医療法人社団

のぶ歯科クリ

ニック

神戸市須磨区前

池町４丁目３番

５号

医療法人社団

のぶ歯科クリ

ニック



に供する。

　　令和３年１月２６日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第７２２号  

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

し，同条第２項の規定により，令和３年１月２７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３年２月９日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年１月２６日

    神戸市

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４２６

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 　１９．２０

最小 　１１．９０

７４．２０新神戸市北区淡河町萩原字下

青木１８３０番地先から

神戸市北区淡河町萩原字南

状ケ市８１６番１地先まで

三木三田線県道

最大 　１６．９０

最小 　１１．９０

７４．２０旧

最大　 １５．９０

最小　 １２．９０

４５．４０新神戸市北区淡河町萩原字下

青木１８３０番地先から

神戸市北区淡河町萩原字下

青木１８３１番地先まで

淡河里２９６号

線

市道

最大　　２．２０

最小　　０．９０

４７．１０旧

最大 　１７．００

最小　　７．９０

５９．２０新神戸市北区淡河町萩原字西

別曽１７６１番地先から

神戸市北区淡河町萩原字状

ケ市１８９３番地先まで

僧尾山田線市道

最大　　９．１０

最小　　６．３０

５９．２０旧

幅　　員

（メートル）

延　　長

（メートル）
区　　　間路線名

道路の

種類

最大　　７．７０

最小　　３．２０

２５３．２０神戸市北区鈴蘭台東町４丁目７番

３８地先から

神戸市北区鈴蘭台東町４丁目２番

８４地先まで

鈴蘭台９６号線市道
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神戸市告示第７２３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３年１月２６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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表　

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３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１２月３日

台

台

１５

１

自転車

原動機付自転車

高速長田駅周辺

自転車等放置禁止区域長田区西代通１丁目１番

西代保管所 台

台

２３

１

自転車

原動機付自転車
長田・須磨区管内長期放置

令和２年１２月８日
台２７自転車

新長田駅周辺

自転車等放置禁止区域
長田区駒栄町２丁目１番

西部保管所
台２８自転車長田・須磨区管内長期放置

令和２年１２月９日
台４自転車

須磨・須磨海浜公園駅周辺

自転車等放置禁止区域
須磨区須磨浦通２丁目２番

須磨保管所
台２自転車長田・須磨区管内長期放置

令和２年１２月１０日
台

台

１０

２

自転車

原動機付自転車

板宿駅（南・北）周辺

自転車等放置禁止区域

長田区西代通１丁目１番

西代保管所



  公     告  

神戸市公告第１０４２号

　総合評価落札方式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３年１月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

２　担当部局

３　入札手続の種類

　　この案件は，入札手続において事業遂行能力等と入札価格とを総合的に評価して落札者を

　決定する総合評価落札方式の入札案件である。

４　競争入札参加資格

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４２８

令和２年１２月１５日
台

台

７４

２

自転車

原動機付自転車
長田・須磨区管内長期放置

長田区駒栄町２丁目１番

西部保管所

令和２年１２月１６日
台５自転車

名谷・妙法寺駅周辺

自転車等放置禁止区域
須磨区中落合２丁目１番

名谷保管所
台８自転車長田・須磨区管内長期放置

令和２年１２月１７日
台１１自転車

高速長田駅・西代駅周辺

自転車等放置禁止区域
長田区西代通１丁目１番

西代保管所
台８自転車長田・須磨区管内長期放置

令和２年１２月２２日

台２５自転車
新長田駅周辺

自転車等放置禁止区域長田区駒栄町２丁目１番

西部保管所 台

台

１７

３

自転車

原動機付自転車
長田・須磨区管内長期放置

令和２年１２月２３日台１２自転車
板宿駅（南・北）周辺

自転車等放置禁止区域

長田区西代通１丁目１番

西代保管所

飛松中学校・東落合中学校大規模改修事業委 託 名

神戸市立学校の大規模改修事業に係る設計・施工・工事監理業務業務概要

須磨区大手町８丁目４番２５号（飛松中学校）

須磨区東落合２丁目１５番１号（東落合中学校）
履行場所

事業契約締結日の翌日から令和４年２月２８日まで履行期間

・担　当　　神戸市建築住宅局技術管理課

・住　所　　〒６５１－００８３　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号三宮国際ビル４階

・電　話　　０７８－５９５－６５８０

・ＦＡＸ　　０７８－５９５－６６６５

・E-mail　　kenchikutogijyutsu@office.city.kobe.lg.jp

・HP 　　　　http://www.city.kobe.lg.jp/a31253/business/contract/ippankyoso/

　　　　　　gakkou_kaishu/index.html



４４２９

　⑴　入札参加者の定義

　　　入札参加者の構成については，次のとおりとする。

　　①　入札参加者は，市の求める大規模改修事業を遂行することができる技術的能力，資力，

　　　信用及び実績を有する複数の企業により構成されるグループ又は，それらを有する単独

　　　の企業（以下「構成企業」という。）とする。

　　②　入札参加者は，設計を行う企業（以下「設計企業」という。），大規模改修工事を行

　　　う企業（以下「施工企業」という。）及び工事監理を行う企業（以下「工事監理企業」

　　　という。）により構成されるものとする。

　　③　入札参加者は，参加表明及び参加資格確認申請に関する提出書類（以下「参加表明書

　　　等」という。）の提出時に構成企業について明らかにすることとする。

　　④　入札参加者の構成企業の追加及び変更は原則不可とする。ただし，市がやむを得ない

　　　と判断した場合，代表企業を除き，変更することができるものとする。

　⑵　入札参加者の共通参加資格要件

　　　入札参加者の全ての構成企業は，神戸市内に本店を有することとし，次のいずれにも該

　　当しない者とする。

　　①　市の指名停止処分を受けている者（参加資格確認申請書の提出日から落札者の決定ま

　　　での期間）。

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

　　　号及び同条第６号の規定による暴力団及び暴力団員が経営する企業若しくは実質的に経

　　　営を支配する企業又はこれに準ずる者。

　　③　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者。又はそ

　　　の者を代理人，支配人その他使用人若しくは代理人として使用する者。

　　④　建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２６条第２項の規定による事務所の閉鎖命令を受

　　　けている者。

　　⑤　旧会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第３０条第１項若しくは第２項又は会社更生法

　　　（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項若しくは第２項の規定に基づき更生手続き開始

　　　の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし，国土交通省の入札参加資

　　　格認定を受けている者を除く。

　　⑥　民事再生法（平成１２年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定に基づき再生手

　　　続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし，国土交通省の入

　　　札参加資格認定を受けている者を除く。

　　⑦　会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条に

　　　よる改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条第１項の規定による会社整理の開始

　　　の申立て又は同条第２項の規定による通告がなされている者。

　　⑧　旧破産法（大正１１年法律第７１号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産の

　　　申立て，又は旧和議法（大正１１年法律第７２号）に基づき和議開始の申立てがなされてい

　　　る者。

　　⑨　本事業に係る発注支援業務に関与する者及びこれらのいずれかと資本関係又は人的関

　　　係のある者。なお，発注支援業務に関与した者は，次のとおりである。

　　　・株式会社日建設計総合研究所

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号



　　　・弁護士法人御堂筋法律事務所

　⑶　業務を遂行する構成企業に関する参加資格要件

　　　本事業の各業務を担当する構成企業は，業務毎にそれぞれ次の要件を満たすものとする。

　　なお，本事業における同種工事とは、神戸市立学校の改修工事（契約金額５００万円以上）

　　をいう。

　　①　設計企業

　　　ア　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に

　　　　登録されていること。

　　　イ　平成２３年度以降，学校施設の同種工事の設計の元請としての実績を有していること。

　　②　施工企業

　　　ア　構成企業のうちの少なくとも１企業は，建設業法第３条第１項の規定による建築一

　　　　式工事に係る特定建設業の許可を受けていること。

　　　イ　構成企業のうちの少なくとも１企業は，建設業法第２７条の２３第１項の規定する経営

　　　　事項審査を受け，直前の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における「建

　　　　築一式工事」の総合評定点が７５０点以上であること。

　　　ウ　資格者名簿に登録されていること。

　　　エ　平成２３年度以降，学校施設の同種工事の元請としての施工実績を有していること。

　　③　工事監理企業

　　　ア　資格者名簿に登録されていること。

　　　イ　平成２３年度以降、対象施設の同種工事の設計又は工事監理の実績を有していること。

　⑷　同一企業による複数業務の担当についての要件

　　　構成企業は，「入札説明書　第２章５　事業内容」のうち，複数業務を担当できるもの

　　とする。

　　　ただし，「大規模改修工事」と「工事監理」の両方の業務は，別の構成企業が担当する

　　こと。

　⑸　構成企業以外の企業への再委託

　　　構成企業は，「入札説明書　第２章５　事業内容」のうち，「設計」，「大規模改修工

　　事」，「工事監理」は，業務の一部に限って，構成企業以外の企業に再委託する，又は請

　　け負わせることができるものとし，業務の全部を構成企業以外の企業に再委託する，又は

　　請け負わせることができないものとする。構成企業以外の企業に業務の一部を再委託し，

　　又は請け負わせようとする場合には事前に市の承諾を得るものとする。

　　　なお，「大規模改修工事」に関しては，建設業法第２２条に規定する「一括下請負の禁 

　　止」を遵守すること。

　⑹　参加表明書等の受付日以降の取扱い

　　　参加資格を有すると認められた入札参加者の構成企業が，参加表明書等の受付日以降に

　　参加資格要件を欠くような事態が生じた場合の対応は次のとおりとする。

　　①　参加表明書等の受付日から落札者決定時までの間に，入札参加者の構成企業に参加資

　　　格要件を欠く事態が生じた場合には，当該構成企業を含む入札参加者は原則として失格

　　　とする。ただし，入札参加者の申し出により，市がやむを得ないと認め，承諾した場合

　　　に限り，参加資格要件を欠く構成企業（ただし，代表企業を除く。）の変更ができるも

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４３０
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　　　のとする。

　　②　落札者決定時から事業契約締結日までの間に，入札参加者の構成企業に参加資格要件

　　　を欠く事態が生じた場合には，市は当該構成企業を含む入札参加者と契約を締結しない

　　　ことができるものとする。ただし，入札参加者の申し出により，市がやむを得ないと認

　　　め，承諾した場合に限り，参加資格要件を欠く構成企業（ただし，代表企業を除く。）

　　　の変更ができるものとし，市は変更後の入札参加者と契約を締結できるものとする。

５　総合評価に関する事項

　⑴　総合評価は，以下の計算式によって行う。

　⑵　加算点については，落札者決定基準に従い，評価するものとする。

６　入札に必要な書類を示す場所

　　２の担当部局

７　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，入札説明書等による。

８　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

９　入札書等及び事業遂行能力等審査書類提出の日時及び方法

１０　開札予定日時及び方法

１１　落札者の決定方法

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

　　　　　　　　　標準点（１００点）＋加算点（３７．０点満点）
総合評価点　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×　１０７

　　　　　　　　　　　　　　　　入札価格

※小数点第４位切り捨て

令和３年２月８日（月）～令和３年２月１０日（水）　午後５時

持参により提出すること。なお，表には「飛松中学校・東落合中学校大規模改

修事業　入札参加表明書等在中」と朱書きすること。

提出期間

２の担当部局提出場所

令和３年２月２２日（月）～令和３年２月２６日（金）　午後４時３０分日　　時

２の担当部局提出場所

持参により提出すること。なお，表には「飛松中学校・東落合中学校大規模改

修事業　審査書類等在中」と朱書きすること。
方　　法

令和３年２月２６日（金）　午後４時３０分日　　時

２の担当部局提出場所

入札参加者又はその代理人の立会の上，行うものとする。なお，当該入札では，

入札参加者の入札価格が予定価格を超えていないことを確認し，予定価格を超

えている場合は，その入札参加者は失格とする。この際に，入札価格の確認の

場で入札参加者の入札価格の公表は行わない。

方　　法



　⑴　次のいずれの要件にも該当する者のうち，総合評価点の最も高い者を落札者とする。

　　ア　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　イ　評価項目のうち「必須とする評価項目」については，落札者決定基準に示す最低限の

　　　要求要件（「必須の要求要件」という。）を全て満たしていること。（なお，必須とす

　　　る評価項目について必須の要求要件を満たしていないもの（記載がない場合を含む。）

　　　は失格として取扱う。）　

　⑵　総合評価点が最も高い者が２者以上あるときは，加算点の高い者を落札者とし，更に加

　　算点が同点である場合には，くじ引きにより落札者を選定する。

１２　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

　定により免除する。

１３　入札の無効

　　次のいずれかに該当する入札は無効とする。

　　・入札参加表明書等提出後，入札日までに不渡手形又は不渡小切手を出した構成企業を抱

　　　える入札参加者が行った入札

　　・入札参加表明書等に記載された代表企業の代表者以外の者が行った入札

　　・参加資格のない者又は資格確認通知書を受理しなかった者の入札

　　・委任状が提出されていない代理人の入札

　　・２人以上の者が同一の者の代理をした入札

　　・入札者が他の入札参加者の代理をした入札

　　・入札者が談合した入札

　　・記名押印を欠いた入札

　　・入札金額を訂正した入札

　　・入札金額又は事業名を欠いた，又は確認しがたい入札

　　・誤字又は脱字により意思表示が不明確な入札

　　・電送及び電話による入札

　　・その他入札に関する条件に違反した，又は執行者の指示に従わなかった者の入札

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０４３号

　総合評価落札方式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３年１月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４３２

成徳小学校・西灘小学校大規模改修事業委 託 名

神戸市立学校の大規模改修事業に係る設計・施工・工事監理業務業務概要

灘区備後町１－３－１（成徳小学校）

灘区船寺通３－４－１（西灘小学校）
履行場所



４４３３

２　担当部局

３　入札手続の種類

　　この案件は，入札手続において事業遂行能力等と入札価格とを総合的に評価して落札者を

　決定する総合評価落札方式の入札案件である。

４　競争入札参加資格

　⑴　入札参加者の定義

　　　入札参加者の構成については，次のとおりとする。

　　①　入札参加者は，市の求める大規模改修事業を遂行することができる技術的能力，資力，

　　　信用及び実績を有する複数の企業により構成されるグループ又は，それらを有する単独

　　　の企業（以下「構成企業」という。）とする。

　　②　入札参加者は，設計を行う企業（以下「設計企業」という。），大規模改修工事を行

　　　う企業（以下「施工企業」という。）及び工事監理を行う企業（以下「工事監理企業」

　　　という。）により構成されるものとする。

　　③　入札参加者は，参加表明及び参加資格確認申請に関する提出書類（以下「参加表明書

　　　等」という。）の提出時に構成企業について明らかにすることとする。

　　④　入札参加者の構成企業の追加及び変更は原則不可とする。ただし，市がやむを得ない

　　　と判断した場合，代表企業を除き，変更することができるものとする。

　⑵　入札参加者の共通参加資格要件

　　　入札参加者の全ての構成企業は，神戸市内に本店を有することとし，次のいずれにも該

　　当しない者とする。

　　①　市の指名停止処分を受けている者（参加資格確認申請書の提出日から落札者の決定ま

　　　での期間）。

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

　　　号及び同条第６号の規定による暴力団及び暴力団員が経営する企業若しくは実質的に経

　　　営を支配する企業又はこれに準ずる者。

　　③　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者。又はそ

　　　の者を代理人，支配人その他使用人若しくは代理人として使用する者。

　　④　建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２６条第２項の規定による事務所の閉鎖命令を受

　　　けている者。

　　⑤　旧会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第３０条第１項若しくは第２項又は会社更生法

　　　（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項若しくは第２項の規定に基づき更生手続き開始

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

・担　当　　神戸市建築住宅局技術管理課

・住　所　　〒６５１－００８３　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号三宮国際ビル４階

・電　話　　０７８－５９５－６５８０

・ＦＡＸ　　０７８－５９５－６６６５

・E-mail　　kenchikutogijyutsu@office.city.kobe.lg.jp

・HP 　　　　http://www.city.kobe.lg.jp/a31253/business/contract/ippankyoso/

　　　　　　gakkou_kaishu/index.html

事業契約締結日の翌日から令和４年２月２８日まで履行期間



　　　の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし，国土交通省の入札参加資

　　　格認定を受けている者を除く。

　　⑥　民事再生法（平成１２年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定に基づき再生手

　　　続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし，国土交通省の入

　　　札参加資格認定を受けている者を除く。

　　⑦　会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条に

　　　よる改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条第１項の規定による会社整理の開始

　　　の申立て又は同条第２項の規定による通告がなされている者。

　　⑧　旧破産法（大正１１年法律第７１号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産の

　　　申立て，又は旧和議法（大正１１年法律第７２号）に基づき和議開始の申立てがなされてい

　　　る者。

　　⑨　本事業に係る発注支援業務に関与する者及びこれらのいずれかと資本関係又は人的関

　　　係のある者。なお，発注支援業務に関与した者は，次のとおりである。

　　　・株式会社日建設計総合研究所

　　　・弁護士法人御堂筋法律事務所

　⑶　業務を遂行する構成企業に関する参加資格要件

　　　本事業の各業務を担当する構成企業は，業務毎にそれぞれ次の要件を満たすものとする。

　　なお，本事業における同種工事とは、神戸市立学校の改修工事（契約金額５００万円以上）

　　をいう。

　　①　設計企業

　　　ア　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に

　　　　登録されていること。

　　　イ　平成２３年度以降，学校施設の同種工事の設計の元請としての実績を有していること。

　　②　施工企業

　　　ア　構成企業のうちの少なくとも１企業は，建設業法第３条第１項の規定による建築一

　　　　式工事に係る特定建設業の許可を受けていること。

　　　イ　構成企業のうちの少なくとも１企業は，建設業法第２７条の２３第１項の規定する経営

　　　　事項審査を受け，直前の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における「建

　　　　築一式工事」の総合評定点が７５０点以上であること。

　　　ウ　資格者名簿に登録されていること。

　　　エ　平成２３年度以降，学校施設の同種工事の元請としての施工実績を有していること。

　　③　工事監理企業

　　　ア　資格者名簿に登録されていること。

　　　イ　平成２３年度以降、対象施設の同種工事の設計又は工事監理の実績を有していること。

　⑷　同一企業による複数業務の担当についての要件

　　　構成企業は，「入札説明書　第２章５　事業内容」のうち，複数業務を担当できるもの

　　とする。

　　　ただし，「大規模改修工事」と「工事監理」の両方の業務は，別の構成企業が担当する

　　こと。

　⑸　構成企業以外の企業への再委託

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４３４



４４３５

　　　構成企業は，「入札説明書　第２章５　事業内容」のうち，「設計」，「大規模改修工

　　事」，「工事監理」は，業務の一部に限って，構成企業以外の企業に再委託する，又は請

　　け負わせることができるものとし，業務の全部を構成企業以外の企業に再委託する，又は

　　請け負わせることができないものとする。構成企業以外の企業に業務の一部を再委託し，

　　又は請け負わせようとする場合には事前に市の承諾を得るものとする。

　　　なお，「大規模改修工事」に関しては，建設業法第２２条に規定する「一括下請負の禁 

　　止」を遵守すること。

　⑹　参加表明書等の受付日以降の取扱い

　　　参加資格を有すると認められた入札参加者の構成企業が，参加表明書等の受付日以降に

　　参加資格要件を欠くような事態が生じた場合の対応は次のとおりとする。

　　①　参加表明書等の受付日から落札者決定時までの間に，入札参加者の構成企業に参加資

　　　格要件を欠く事態が生じた場合には，当該構成企業を含む入札参加者は原則として失格

　　　とする。ただし，入札参加者の申し出により，市がやむを得ないと認め，承諾した場合

　　　に限り，参加資格要件を欠く構成企業（ただし，代表企業を除く。）の変更ができるも

　　　のとする。

　　②　落札者決定時から事業契約締結日までの間に，入札参加者の構成企業に参加資格要件

　　　を欠く事態が生じた場合には，市は当該構成企業を含む入札参加者と契約を締結しない

　　　ことができるものとする。ただし，入札参加者の申し出により，市がやむを得ないと認

　　　め，承諾した場合に限り，参加資格要件を欠く構成企業（ただし，代表企業を除く。）

　　　の変更ができるものとし，市は変更後の入札参加者と契約を締結できるものとする。

５　総合評価に関する事項

　⑴　総合評価は，以下の計算式によって行う。

　⑵　加算点については，落札者決定基準に従い，評価するものとする。

６　入札に必要な書類を示す場所

　　２の担当部局

７　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，入札説明書等による。

８　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

９　入札書等及び事業遂行能力等審査書類提出の日時及び方法

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

　　　　　　　　　標準点（１００点）＋加算点（３７．０点満点）
総合評価点　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×　１０７

　　　　　　　　　　　　　　　　入札価格

※小数点第４位切り捨て

令和３年２月８日（月）～令和３年２月１０日（水）　午後５時

持参により提出すること。なお，表には「成徳小学校・西灘小学校大規模改修

事業　入札参加表明書等在中」と朱書きすること。

提出期間

２の担当部局提出場所



１０　開札予定日時及び方法

１１　落札者の決定方法

　⑴　次のいずれの要件にも該当する者のうち，総合評価点の最も高い者を落札者とする。

　　ア　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　イ　評価項目のうち「必須とする評価項目」については，落札者決定基準に示す最低限の

　　　要求要件（「必須の要求要件」という。）を全て満たしていること。（なお，必須とす

　　　る評価項目について必須の要求要件を満たしていないもの（記載がない場合を含む。）

　　　は失格として取扱う。）　

　⑵　総合評価点が最も高い者が２者以上あるときは，加算点の高い者を落札者とし，更に加

　　算点が同点である場合には，くじ引きにより落札者を選定する。

１２　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

　定により免除する。

１３　入札の無効

　　次のいずれかに該当する入札は無効とする。

　　・入札参加表明書等提出後，入札日までに不渡手形又は不渡小切手を出した構成企業を抱

　　　える入札参加者が行った入札

　　・入札参加表明書等に記載された代表企業の代表者以外の者が行った入札

　　・参加資格のない者又は資格確認通知書を受理しなかった者の入札

　　・委任状が提出されていない代理人の入札

　　・２人以上の者が同一の者の代理をした入札

　　・入札者が他の入札参加者の代理をした入札

　　・入札者が談合した入札

　　・記名押印を欠いた入札

　　・入札金額を訂正した入札

　　・入札金額又は事業名を欠いた，又は確認しがたい入札

　　・誤字又は脱字により意思表示が不明確な入札

　　・電送及び電話による入札

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４３６

令和３年２月２２日（月）～令和３年２月２６日（金）　午後４時３０分日　　時

２の担当部局提出場所

持参により提出すること。なお，表には「成徳小学校・西灘小学校大規模改修

事業　審査書類等在中」と朱書きすること。
方　　法

令和３年２月２６日（金）　午後５時日　　時

２の担当部局提出場所

入札参加者又はその代理人の立会の上，行うものとする。なお，当該入札では，

入札参加者の入札価格が予定価格を超えていないことを確認し，予定価格を超

えている場合は，その入札参加者は失格とする。この際に，入札価格の確認の

場で入札参加者の入札価格の公表は行わない。

方　　法



４４３７

　　・その他入札に関する条件に違反した，又は執行者の指示に従わなかった者の入札

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０４４号

　総合評価落札方式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３年１月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

２　担当部局

３　入札手続の種類

　　この案件は，入札手続において事業遂行能力等と入札価格とを総合的に評価して落札者を

　決定する総合評価落札方式の入札案件である。

４　競争入札参加資格

　⑴　入札参加者の定義

　　　入札参加者の構成については，次のとおりとする。

　　①　入札参加者は，市の求める大規模改修事業を遂行することができる技術的能力，資力，

　　　信用及び実績を有する複数の企業により構成されるグループ又は，それらを有する単独

　　　の企業（以下「構成企業」という。）とする。

　　②　入札参加者は，設計を行う企業（以下「設計企業」という。），大規模改修工事を行

　　　う企業（以下「施工企業」という。）及び工事監理を行う企業（以下「工事監理企業」

　　　という。）により構成されるものとする。

　　③　入札参加者は，参加表明及び参加資格確認申請に関する提出書類（以下「参加表明書

　　　等」という。）の提出時に構成企業について明らかにすることとする。

　　④　入札参加者の構成企業の追加及び変更は原則不可とする。ただし，市がやむを得ない

　　　と判断した場合，代表企業を除き，変更することができるものとする。

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

六甲小学校・灘小学校大規模改修事業委 託 名

神戸市立学校の大規模改修事業に係る設計・施工・工事監理業務業務概要

灘区八幡町４丁目４－１（六甲小学校）　

灘区千旦通１丁目５－１（灘小学校）
履行場所

事業契約締結日の翌日から令和４年２月２８日まで履行期間

・担　当　　神戸市建築住宅局技術管理課

・住　所　　〒６５１－００８３　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号三宮国際ビル４階

・電　話　　０７８－５９５－６５８０

・ＦＡＸ　　０７８－５９５－６６６５

・E-mail　　kenchikutogijyutsu@office.city.kobe.lg.jp

・HP 　　　　http://www.city.kobe.lg.jp/a31253/business/contract/ippankyoso/

　　　　　　gakkou_kaishu/index.html



　⑵　入札参加者の共通参加資格要件

　　　入札参加者の全ての構成企業は，神戸市内に本店を有することとし，次のいずれにも該

　　当しない者とする。

　　①　市の指名停止処分を受けている者（参加資格確認申請書の提出日から落札者の決定ま

　　　での期間）。

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

　　　号及び同条第６号の規定による暴力団及び暴力団員が経営する企業若しくは実質的に経

　　　営を支配する企業又はこれに準ずる者。

　　③　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者。又はそ

　　　の者を代理人，支配人その他使用人若しくは代理人として使用する者。

　　④　建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２６条第２項の規定による事務所の閉鎖命令を受

　　　けている者。

　　⑤　旧会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第３０条第１項若しくは第２項又は会社更生法

　　　（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項若しくは第２項の規定に基づき更生手続き開始

　　　の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし，国土交通省の入札参加資

　　　格認定を受けている者を除く。

　　⑥　民事再生法（平成１２年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定に基づき再生手

　　　続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし，国土交通省の入

　　　札参加資格認定を受けている者を除く。

　　⑦　会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条に

　　　よる改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条第１項の規定による会社整理の開始

　　　の申立て又は同条第２項の規定による通告がなされている者。

　　⑧　旧破産法（大正１１年法律第７１号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産の

　　　申立て，又は旧和議法（大正１１年法律第７２号）に基づき和議開始の申立てがなされてい

　　　る者。

　　⑨　本事業に係る発注支援業務に関与する者及びこれらのいずれかと資本関係又は人的関

　　　係のある者。なお，発注支援業務に関与した者は，次のとおりである。

　　　・株式会社日建設計総合研究所　

　　　・弁護士法人御堂筋法律事務所

　⑶　業務を遂行する構成企業に関する参加資格要件

　　　本事業の各業務を担当する構成企業は，業務毎にそれぞれ次の要件を満たすものとする。

　　なお，本事業における同種工事とは、神戸市立学校の改修工事（契約金額５００万円以上）

　　をいう。

　　①　設計企業

　　　ア　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に

　　　　登録されていること。

　　　イ　平成２３年度以降，学校施設の同種工事の設計の元請としての実績を有していること。

　　②　施工企業

　　　ア　構成企業のうちの少なくとも１企業は，建設業法第３条第１項の規定による建築一

　　　　式工事に係る特定建設業の許可を受けていること。

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４３８



４４３９

　　　イ　構成企業のうちの少なくとも１企業は，建設業法第２７条の２３第１項の規定する経営

　　　　事項審査を受け，直前の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における「建

　　　　築一式工事」の総合評定点が７５０点以上であること。

　　　ウ　資格者名簿に登録されていること。

　　　エ　平成２３年度以降，学校施設の同種工事の元請としての施工実績を有していること。

　　③　工事監理企業

　　　ア　資格者名簿に登録されていること。

　　　イ　平成２３年度以降、対象施設の同種工事の設計又は工事監理の実績を有していること。

　⑷　同一企業による複数業務の担当についての要件

　　　構成企業は，「入札説明書　第２章５　事業内容」のうち，複数業務を担当できるもの

　　とする。

　　　ただし，「大規模改修工事」と「工事監理」の両方の業務は，別の構成企業が担当する

　　こと。

　⑸　構成企業以外の企業への再委託

　　　構成企業は，「入札説明書　第２章５　事業内容」のうち，「設計」，「大規模改修工

　　事」，「工事監理」は，業務の一部に限って，構成企業以外の企業に再委託する，又は請

　　け負わせることができるものとし，業務の全部を構成企業以外の企業に再委託する，又は

　　請け負わせることができないものとする。構成企業以外の企業に業務の一部を再委託し，

　　又は請け負わせようとする場合には事前に市の承諾を得るものとする。

　　　なお，「大規模改修工事」に関しては，建設業法第２２条に規定する「一括下請負の禁 

　　止」を遵守すること。

　⑹　参加表明書等の受付日以降の取扱い

　　　参加資格を有すると認められた入札参加者の構成企業が，参加表明書等の受付日以降に

　　参加資格要件を欠くような事態が生じた場合の対応は次のとおりとする。

　　①　参加表明書等の受付日から落札者決定時までの間に，入札参加者の構成企業に参加資

　　　格要件を欠く事態が生じた場合には，当該構成企業を含む入札参加者は原則として失格

　　　とする。ただし，入札参加者の申し出により，市がやむを得ないと認め，承諾した場合

　　　に限り，参加資格要件を欠く構成企業（ただし，代表企業を除く。）の変更ができるも

　　　のとする。

　　②　落札者決定時から事業契約締結日までの間に，入札参加者の構成企業に参加資格要件

　　　を欠く事態が生じた場合には，市は当該構成企業を含む入札参加者と契約を締結しない

　　　ことができるものとする。ただし，入札参加者の申し出により，市がやむを得ないと認

　　　め，承諾した場合に限り，参加資格要件を欠く構成企業（ただし，代表企業を除く。）

　　　の変更ができるものとし，市は変更後の入札参加者と契約を締結できるものとする。

５　総合評価に関する事項

　⑴　総合評価は，以下の計算式によって行う。

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

　　　　　　　　　標準点（１００点）＋加算点（３７．０点満点）
総合評価点　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×　１０７

　　　　　　　　　　　　　　　　入札価格



　⑵　加算点については，落札者決定基準に従い，評価するものとする。

６　入札に必要な書類を示す場所

　　２の担当部局

７　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，入札説明書等による。

８　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

９　入札書等及び事業遂行能力等審査書類提出の日時及び方法

１０　開札予定日時及び方法

１１　落札者の決定方法

　⑴　次のいずれの要件にも該当する者のうち，総合評価点の最も高い者を落札者とする。

　　ア　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　イ　評価項目のうち「必須とする評価項目」については，落札者決定基準に示す最低限の

　　　要求要件（「必須の要求要件」という。）を全て満たしていること。（なお，必須とす

　　　る評価項目について必須の要求要件を満たしていないもの（記載がない場合を含む。）

　　　は失格として取扱う。）　

　⑵　総合評価点が最も高い者が２者以上あるときは，加算点の高い者を落札者とし，更に加

　　算点が同点である場合には，くじ引きにより落札者を選定する。

１２　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

　定により免除する。

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４４０

※小数点第４位切り捨て

令和３年３月１５日（月）～令和３年３月１７日（水）　午後５時

持参により提出すること。なお，表には「六甲小学校・灘小学校大規模改修事

業　入札参加表明書等在中」と朱書きすること。

提出期間

２の担当部局提出場所

令和３年３月２９日（月）～令和３年４月２日（金）　午後４時３０分日　　時

２の担当部局提出場所

持参により提出すること。なお，表には「六甲小学校・灘小学校大規模改修事

業　審査書類等在中」と朱書きすること。
方　　法

令和３年４月２日（金）　午後４時３０分日　　時

２の担当部局提出場所

入札参加者又はその代理人の立会の上，行うものとする。なお，当該入札では，

入札参加者の入札価格が予定価格を超えていないことを確認し，予定価格を超

えている場合は，その入札参加者は失格とする。この際に，入札価格の確認の

場で入札参加者の入札価格の公表は行わない。

方　　法



４４４１

１３　入札の無効

　　次のいずれかに該当する入札は無効とする。

　　・入札参加表明書等提出後，入札日までに不渡手形又は不渡小切手を出した構成企業を抱

　　　える入札参加者が行った入札

　　・入札参加表明書等に記載された代表企業の代表者以外の者が行った入札

　　・参加資格のない者又は資格確認通知書を受理しなかった者の入札

　　・委任状が提出されていない代理人の入札

　　・２人以上の者が同一の者の代理をした入札

　　・入札者が他の入札参加者の代理をした入札

　　・入札者が談合した入札

　　・記名押印を欠いた入札

　　・入札金額を訂正した入札

　　・入札金額又は事業名を欠いた，又は確認しがたい入札

　　・誤字又は脱字により意思表示が不明確な入札

　　・電送及び電話による入札

　　・その他入札に関する条件に違反した，又は執行者の指示に従わなかった者の入札

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０４５号

　総合評価落札方式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３年１月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

２　担当部局

３　入札手続の種類

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

摩耶小学校・福住小学校大規模改修事業委 託 名

神戸市立学校の大規模改修事業に係る設計・施工・工事監理業務業務概要

灘区畑原通４丁目１番１号（摩耶小学校）　

灘区福住通７丁目１番１号（福住小学校）
履行場所

事業契約締結日の翌日から令和４年２月２８日まで履行期間

・担　当　　神戸市建築住宅局技術管理課

・住　所　　〒６５１－００８３　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号三宮国際ビル４階

・電　話　　０７８－５９５－６５８０

・ＦＡＸ　　０７８－５９５－６６６５

・E-mail　　kenchikutogijyutsu@office.city.kobe.lg.jp

・HP 　　　　http://www.city.kobe.lg.jp/a31253/business/contract/ippankyoso/

　　　　　　gakkou_kaishu/index.html



　　この案件は，入札手続において事業遂行能力等と入札価格とを総合的に評価して落札者を

　決定する総合評価落札方式の入札案件である。

４　競争入札参加資格

　⑴　入札参加者の定義

　　　入札参加者の構成については，次のとおりとする。

　　①　入札参加者は，市の求める大規模改修事業を遂行することができる技術的能力，資力，

　　　信用及び実績を有する複数の企業により構成されるグループ又は，それらを有する単独

　　　の企業（以下「構成企業」という。）とする。

　　②　入札参加者は，設計を行う企業（以下「設計企業」という。），大規模改修工事を行

　　　う企業（以下「施工企業」という。）及び工事監理を行う企業（以下「工事監理企業」

　　　という。）により構成されるものとする。

　　③　入札参加者は，参加表明及び参加資格確認申請に関する提出書類（以下「参加表明書

　　　等」という。）の提出時に構成企業について明らかにすることとする。

　　④　入札参加者の構成企業の追加及び変更は原則不可とする。ただし，市がやむを得ない

　　　と判断した場合，代表企業を除き，変更することができるものとする。

　⑵　入札参加者の共通参加資格要件

　　　入札参加者の全ての構成企業は，神戸市内に本店を有することとし，次のいずれにも該

　　当しない者とする。

　　①　市の指名停止処分を受けている者（参加資格確認申請書の提出日から落札者の決定ま

　　　での期間）。

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

　　　号及び同条第６号の規定による暴力団及び暴力団員が経営する企業若しくは実質的に経

　　　営を支配する企業又はこれに準ずる者。

　　③　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者。又はそ

　　　の者を代理人，支配人その他使用人若しくは代理人として使用する者。

　　④　建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２６条第２項の規定による事務所の閉鎖命令を受

　　　けている者。

　　⑤　旧会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第３０条第１項若しくは第２項又は会社更生法

　　　（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項若しくは第２項の規定に基づき更生手続き開始

　　　の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし，国土交通省の入札参加資

　　　格認定を受けている者を除く。

　　⑥　民事再生法（平成１２年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定に基づき再生手

　　　続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし，国土交通省の入

　　　札参加資格認定を受けている者を除く。

　　⑦　会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条に

　　　よる改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条第１項の規定による会社整理の開始

　　　の申立て又は同条第２項の規定による通告がなされている者。

　　⑧　旧破産法（大正１１年法律第７１号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産の

　　　申立て，又は旧和議法（大正１１年法律第７２号）に基づき和議開始の申立てがなされてい

　　　る者。
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　　⑨　本事業に係る発注支援業務に関与する者及びこれらのいずれかと資本関係又は人的関

　　　係のある者。なお，発注支援業務に関与した者は，次のとおりである。

　　　・株式会社日建設計総合研究所　

　　　・弁護士法人御堂筋法律事務所

　⑶　業務を遂行する構成企業に関する参加資格要件

　　　本事業の各業務を担当する構成企業は，業務毎にそれぞれ次の要件を満たすものとする。

　　なお，本事業における同種工事とは、神戸市立学校の改修工事（契約金額５００万円以上）

　　をいう。

　　①　設計企業

　　　ア　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に

　　　　登録されていること。

　　　イ　平成２３年度以降，学校施設の同種工事の設計の元請としての実績を有していること。

　　②　施工企業

　　　ア　構成企業のうちの少なくとも１企業は，建設業法第３条第１項の規定による建築一

　　　　式工事に係る特定建設業の許可を受けていること。

　　　イ　構成企業のうちの少なくとも１企業は，建設業法第２７条の２３第１項の規定する経営

　　　　事項審査を受け，直前の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における「建

　　　　築一式工事」の総合評定点が７５０点以上であること。

　　　ウ　資格者名簿に登録されていること。

　　　エ　平成２３年度以降，学校施設の同種工事の元請としての施工実績を有していること。

　　③　工事監理企業

　　　ア　資格者名簿に登録されていること。

　　　イ　平成２３年度以降、対象施設の同種工事の設計又は工事監理の実績を有していること。

　⑷　同一企業による複数業務の担当についての要件

　　　構成企業は，「入札説明書　第２章５　事業内容」のうち，複数業務を担当できるもの

　　とする。

　　　ただし，「大規模改修工事」と「工事監理」の両方の業務は，別の構成企業が担当する

　　こと。

　⑸　構成企業以外の企業への再委託

　　　構成企業は，「入札説明書　第２章５　事業内容」のうち，「設計」，「大規模改修工

　　事」，「工事監理」は，業務の一部に限って，構成企業以外の企業に再委託する，又は請

　　け負わせることができるものとし，業務の全部を構成企業以外の企業に再委託する，又は

　　請け負わせることができないものとする。構成企業以外の企業に業務の一部を再委託し，

　　又は請け負わせようとする場合には事前に市の承諾を得るものとする。

　　　なお，「大規模改修工事」に関しては，建設業法第２２条に規定する「一括下請負の禁 

　　止」を遵守すること。

　⑹　参加表明書等の受付日以降の取扱い

　　　参加資格を有すると認められた入札参加者の構成企業が，参加表明書等の受付日以降に

　　参加資格要件を欠くような事態が生じた場合の対応は次のとおりとする。

　　①　参加表明書等の受付日から落札者決定時までの間に，入札参加者の構成企業に参加資
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　　　格要件を欠く事態が生じた場合には，当該構成企業を含む入札参加者は原則として失格

　　　とする。ただし，入札参加者の申し出により，市がやむを得ないと認め，承諾した場合

　　　に限り，参加資格要件を欠く構成企業（ただし，代表企業を除く。）の変更ができるも

　　　のとする。

　　②　落札者決定時から事業契約締結日までの間に，入札参加者の構成企業に参加資格要件

　　　を欠く事態が生じた場合には，市は当該構成企業を含む入札参加者と契約を締結しない

　　　ことができるものとする。ただし，入札参加者の申し出により，市がやむを得ないと認

　　　め，承諾した場合に限り，参加資格要件を欠く構成企業（ただし，代表企業を除く。）

　　　の変更ができるものとし，市は変更後の入札参加者と契約を締結できるものとする。

５　総合評価に関する事項

　⑴　総合評価は，以下の計算式によって行う。

　⑵　加算点については，落札者決定基準に従い，評価するものとする。

６　入札に必要な書類を示す場所

　　２の担当部局

７　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，入札説明書等による。

８　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

９　入札書等及び事業遂行能力等審査書類提出の日時及び方法

１０　開札予定日時及び方法
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　　　　　　　　　標準点（１００点）＋加算点（３７．０点満点）
総合評価点　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×　１０７

　　　　　　　　　　　　　　　　入札価格

※小数点第４位切り捨て

令和３年３月１５日（月）～令和３年３月１７日（水）　午後５時

持参により提出すること。なお，表には「摩耶小学校・福住小学校大規模改修

事業　入札参加表明書等在中」と朱書きすること。

提出期間

２の担当部局提出場所

令和３年３月２９日（月）～令和３年４月２日（金）　午後５時日　　時

２の担当部局提出場所

持参により提出すること。なお，表には「摩耶小学校・福住小学校大規模改修

事業　審査書類等在中」と朱書きすること。
方　　法

令和３年４月２日（金）　午後５時日　　時

２の担当部局提出場所

入札参加者又はその代理人の立会の上，行うものとする。なお，当該入札では，

入札参加者の入札価格が予定価格を超えていないことを確認し，予定価格を超
方　　法
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１１　落札者の決定方法

　⑴　次のいずれの要件にも該当する者のうち，総合評価点の最も高い者を落札者とする。

　　ア　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　イ　評価項目のうち「必須とする評価項目」については，落札者決定基準に示す最低限の

　　　要求要件（「必須の要求要件」という。）を全て満たしていること。（なお，必須とす

　　　る評価項目について必須の要求要件を満たしていないもの（記載がない場合を含む。）

　　　は失格として取扱う。）　

　⑵　総合評価点が最も高い者が２者以上あるときは，加算点の高い者を落札者とし，更に加

　　算点が同点である場合には，くじ引きにより落札者を選定する。

１２　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

　定により免除する。

１３　入札の無効

　　次のいずれかに該当する入札は無効とする。

　　・入札参加表明書等提出後，入札日までに不渡手形又は不渡小切手を出した構成企業を抱

　　　える入札参加者が行った入札

　　・入札参加表明書等に記載された代表企業の代表者以外の者が行った入札

　　・参加資格のない者又は資格確認通知書を受理しなかった者の入札

　　・委任状が提出されていない代理人の入札

　　・２人以上の者が同一の者の代理をした入札

　　・入札者が他の入札参加者の代理をした入札

　　・入札者が談合した入札

　　・記名押印を欠いた入札

　　・入札金額を訂正した入札

　　・入札金額又は事業名を欠いた，又は確認しがたい入札

　　・誤字又は脱字により意思表示が不明確な入札

　　・電送及び電話による入札

　　・その他入札に関する条件に違反した，又は執行者の指示に従わなかった者の入札

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０４６号

　総合評価落札方式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３年１月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　　久　元　喜　造

１　入札に付する事項
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えている場合は，その入札参加者は失格とする。この際に，入札価格の確認の

場で入札参加者の入札価格の公表は行わない。



２　担当部局

３　入札手続の種類

　　この案件は，入札手続において事業遂行能力等と入札価格とを総合的に評価して落札者を

　決定する総合評価落札方式の入札案件である。

４　競争入札参加資格

　⑴　入札参加者の定義

　　　入札参加者の構成については，次のとおりとする。

　　①　入札参加者は，市の求める大規模改修事業を遂行することができる技術的能力，資力，

　　　信用及び実績を有する複数の企業により構成されるグループ又は，それらを有する単独

　　　の企業（以下「構成企業」という。）とする。

　　②　入札参加者は，設計を行う企業（以下「設計企業」という。），大規模改修工事を行

　　　う企業（以下「施工企業」という。）及び工事監理を行う企業（以下「工事監理企業」

　　　という。）により構成されるものとする。

　　③　入札参加者は，参加表明及び参加資格確認申請に関する提出書類（以下「参加表明書

　　　等」という。）の提出時に構成企業について明らかにすることとする。

　　④　入札参加者の構成企業の追加及び変更は原則不可とする。ただし，市がやむを得ない

　　　と判断した場合，代表企業を除き，変更することができるものとする。

　⑵　入札参加者の共通参加資格要件

　　　入札参加者の全ての構成企業は，神戸市内に本店を有することとし，次のいずれにも該

　　当しない者とする。

　　①　市の指名停止処分を受けている者（参加資格確認申請書の提出日から落札者の決定ま

　　　での期間）。

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

　　　号及び同条第６号の規定による暴力団及び暴力団員が経営する企業若しくは実質的に経

　　　営を支配する企業又はこれに準ずる者。

　　③　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者。又はそ

　　　の者を代理人，支配人その他使用人若しくは代理人として使用する者。
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水木小学校大規模改修事業委 託 名

神戸市立学校の大規模改修事業に係る設計・施工・工事監理業務業務概要

兵庫区水木通９丁目１－８履行場所

事業契約締結日の翌日から令和３年１２月１５日まで履行期間

・担　当　　神戸市建築住宅局技術管理課

・住　所　　〒６５１－００８３　神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号三宮国際ビル４階

・電　話　　０７８－５９５－６５８０

・ＦＡＸ　　０７８－５９５－６６６５

・E-mail　　kenchikutogijyutsu@office.city.kobe.lg.jp

・HP 　　　　http://www.city.kobe.lg.jp/a31253/business/contract/ippankyoso/

　　　　　　gakkou_kaishu/index.html
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　　④　建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２６条第２項の規定による事務所の閉鎖命令を受

　　　けている者。

　　⑤　旧会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第３０条第１項若しくは第２項又は会社更生法

　　　（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項若しくは第２項の規定に基づき更生手続き開始

　　　の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし，国土交通省の入札参加資

　　　格認定を受けている者を除く。

　　⑥　民事再生法（平成１２年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定に基づき再生手

　　　続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。ただし，国土交通省の入

　　　札参加資格認定を受けている者を除く。

　　⑦　会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条に

　　　よる改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条第１項の規定による会社整理の開始

　　　の申立て又は同条第２項の規定による通告がなされている者。

　　⑧　旧破産法（大正１１年法律第７１号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産の

　　　申立て，又は旧和議法（大正１１年法律第７２号）に基づき和議開始の申立てがなされてい

　　　る者。

　　⑨　本事業に係る発注支援業務に関与する者及びこれらのいずれかと資本関係又は人的関

　　　係のある者。なお，発注支援業務に関与した者は，次のとおりである。

　　　・株式会社日建設計総合研究所

　　　・弁護士法人御堂筋法律事務所

　⑶　業務を遂行する構成企業に関する参加資格要件

　　　本事業の各業務を担当する構成企業は，業務毎にそれぞれ次の要件を満たすものとする。

　　なお，本事業における同種工事とは、神戸市立学校の改修工事（契約金額５００万円以上）

　　をいう。

　　①　設計企業

　　　ア　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に

　　　　登録されていること。

　　　イ　平成２３年度以降，学校施設の同種工事の設計の元請としての実績を有していること。

　　②　施工企業

　　　ア　構成企業のうちの少なくとも１企業は，建設業法第３条第１項の規定による建築一

　　　　式工事に係る特定建設業の許可を受けていること。

　　　イ　構成企業のうちの少なくとも１企業は，建設業法第２７条の２３第１項の規定する経営

　　　　事項審査を受け，直前の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における「建

　　　　築一式工事」の総合評定点が７５０点以上であること。

　　　ウ　資格者名簿に登録されていること。

　　　エ　平成２３年度以降，学校施設の同種工事の元請としての施工実績を有していること。

　　③　工事監理企業

　　　ア　資格者名簿に登録されていること。

　　　イ　平成２３年度以降、対象施設の同種工事の設計又は工事監理の実績を有していること。

　⑷　同一企業による複数業務の担当についての要件

　　　構成企業は，「入札説明書　第２章５　事業内容」のうち，複数業務を担当できるもの
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　　とする。

　　　ただし，「大規模改修工事」と「工事監理」の両方の業務は，別の構成企業が担当する

　　こと。

　⑸　構成企業以外の企業への再委託

　　　構成企業は，「入札説明書　第２章５　事業内容」のうち，「設計」，「大規模改修工

　　事」，「工事監理」は，業務の一部に限って，構成企業以外の企業に再委託する，又は請

　　け負わせることができるものとし，業務の全部を構成企業以外の企業に再委託する，又は

　　請け負わせることができないものとする。構成企業以外の企業に業務の一部を再委託し，

　　又は請け負わせようとする場合には事前に市の承諾を得るものとする。

　　　なお，「大規模改修工事」に関しては，建設業法第２２条に規定する「一括下請負の禁 

　　止」を遵守すること。

　⑹　参加表明書等の受付日以降の取扱い

　　　参加資格を有すると認められた入札参加者の構成企業が，参加表明書等の受付日以降に

　　参加資格要件を欠くような事態が生じた場合の対応は次のとおりとする。

　　①　参加表明書等の受付日から落札者決定時までの間に，入札参加者の構成企業に参加資

　　　格要件を欠く事態が生じた場合には，当該構成企業を含む入札参加者は原則として失格

　　　とする。ただし，入札参加者の申し出により，市がやむを得ないと認め，承諾した場合

　　　に限り，参加資格要件を欠く構成企業（ただし，代表企業を除く。）の変更ができるも

　　　のとする。

　　②　落札者決定時から事業契約締結日までの間に，入札参加者の構成企業に参加資格要件

　　　を欠く事態が生じた場合には，市は当該構成企業を含む入札参加者と契約を締結しない

　　　ことができるものとする。ただし，入札参加者の申し出により，市がやむを得ないと認

　　　め，承諾した場合に限り，参加資格要件を欠く構成企業（ただし，代表企業を除く。）

　　　の変更ができるものとし，市は変更後の入札参加者と契約を締結できるものとする。

５　総合評価に関する事項

　⑴　総合評価は，以下の計算式によって行う。

　⑵　加算点については，落札者決定基準に従い，評価するものとする。

６　入札に必要な書類を示す場所

　　２の担当部局

７　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，入札説明書等による。

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４４８

　　　　　　　　　標準点（１００点）＋加算点（３７．０点満点）
総合評価点　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×　１０７

　　　　　　　　　　　　　　　　入札価格

※小数点第４位切り捨て

令和３年３月２９日（月）～令和３年３月３１日（水）　午後５時提出期間



４４４９

９　入札書等及び事業遂行能力等審査書類提出の日時及び方法

１０　開札予定日時及び方法

１１　落札者の決定方法

　⑴　次のいずれの要件にも該当する者のうち，総合評価点の最も高い者を落札者とする。

　　ア　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　イ　評価項目のうち「必須とする評価項目」については，落札者決定基準に示す最低限の

　　　要求要件（「必須の要求要件」という。）を全て満たしていること。（なお，必須とす

　　　る評価項目について必須の要求要件を満たしていないもの（記載がない場合を含む。）

　　　は失格として取扱う。）　

　⑵　総合評価点が最も高い者が２者以上あるときは，加算点の高い者を落札者とし，更に加

　　算点が同点である場合には，くじ引きにより落札者を選定する。

１２　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

　定により免除する。

１３　入札の無効

　　次のいずれかに該当する入札は無効とする。

　　・入札参加表明書等提出後，入札日までに不渡手形又は不渡小切手を出した構成企業を抱

　　　える入札参加者が行った入札

　　・入札参加表明書等に記載された代表企業の代表者以外の者が行った入札

　　・参加資格のない者又は資格確認通知書を受理しなかった者の入札

　　・委任状が提出されていない代理人の入札

　　・２人以上の者が同一の者の代理をした入札

　　・入札者が他の入札参加者の代理をした入札

　　・入札者が談合した入札

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

持参により提出すること。なお，表には「水木小学校大規模改修事業　入札参

加表明書等在中」と朱書きすること。

２の担当部局提出場所

令和３年４月１２日（月）～令和３年４月１６日（金）　午後４時３０分日　　時

２の担当部局提出場所

持参により提出すること。なお，表には「水木小学校大規模改修事業　審査書

類等在中」と朱書きすること。
方　　法

令和３年４月１６日（金）　午後４時３０分日　　時

２の担当部局提出場所

入札参加者又はその代理人の立会の上，行うものとする。なお，当該入札では，

入札参加者の入札価格が予定価格を超えていないことを確認し，予定価格を超

えている場合は，その入札参加者は失格とする。この際に，入札価格の確認の

場で入札参加者の入札価格の公表は行わない。

方　　法



　　・記名押印を欠いた入札

　　・入札金額を訂正した入札

　　・入札金額又は事業名を欠いた，又は確認しがたい入札

　　・誤字又は脱字により意思表示が不明確な入札

　　・電送及び電話による入札

　　・その他入札に関する条件に違反した，又は執行者の指示に従わなかった者の入札

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０４７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３年１月８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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４５０

山の街住宅３５号棟外壁改修他工事工 事 名

神戸市北区緑町４丁目８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６月３０日完成期限

防水，屋根，外壁，塗装及び屋外付帯改修工事等一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

その他



４４５１

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

　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３年１月８日（金）～１月１５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３年１月１８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月１９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３年１月２０日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　「取止め通知書」

方　　法



８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０４８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３年１月８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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４５２

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

ありの台小学校長寿命化改修他昇降機設備工事工 事 名

神戸市北区有野台５丁目２工事場所

令和４年１月２０日完成期限

昇降機設備の新設工事概要

各会計年度ごとに，当該年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以

内）の額を支払う。
前 払 金

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

単独企業形態

機械器具設置工事業に係る建設業の許可建設業の許可

機械器具設置工事業の総合評定値が１，０００点以上　

　ただし，平成３０年１０月３０日以降の審査基準日のものに限る。

経営事項審査

の結果の点数



４４５３

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

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３年１月８日（金）～１月１５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

第１日目　令和３年１月１８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月１９日（火）午前９時～午後３時
日　　時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

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



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０４９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３年１月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４５４

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

令和３年１月２０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

高羽小学校校舎棟増築他昇降機設備工事工 事 名

神戸市灘区高羽町３丁目１１－１１工事場所

令和４年３月１５日完成期限

高羽小学校校舎棟増設他に伴う昇降機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割以前 払 金



４４５５

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

内）の額を支払う。

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

単独企業形態

機械器具設置工事業に係る建設業の許可建設業の許可

機械器具設置工事業の総合評定値が１，０００点以上

　ただし，平成３０年１０月３０日以降の審査基準日のものに限る。

経営事項審査

の結果の点数

⑴　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　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３年１月８日（金）～１月１５日（金）提出期間



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１０５０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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４５６

※　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３年１月１８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月１９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

入札説明書によります。

方　　法

令和３年１月２０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



４４５７

　　令和３年１月８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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

東灘処理場管理本館玄関ホール天井脱落対策工事工 事 名

神戸市東灘区魚崎南町２丁目１－２３工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和３年７月３１日完成期限

吊天井脱落対策改修工事，これに伴う電気・機械設備工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般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

　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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４５８

　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３年１月８日（金）～１月１９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３年１月２０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月２１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３年１月２２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



４４５９

　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１０５１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３年１月８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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３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

春日野南歩道橋舗装改築工事工 事 名

神戸市中央区脇浜海岸通２丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

工事延長　Ｌ＝２５６．９ｍ，　舗装打換え工　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

舗装工事業に係る建設業の許可建設業の許可

舗装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

　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

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４６０

　・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３年１月８日（金）～１月１５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３年１月１８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月１９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



４４６１

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１０５２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３年１月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

令和３年１月２０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

大江橋耐震補強及び補修工事工 事 名

神戸市北区長尾町上津工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年７月３０日完成期限

橋梁補修工：舗装工　一式，　橋面防水工　一式，　断面修復工　一式，　

　　　　　　ひび割れ注入工　一式，　橋梁付属物工　一式

耐震補強工：アンカーバー設置　一式，　増設横桁　一式，　縁端拡幅　一式，

　　　　　　横変位拘束構造　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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４６２

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を必要とします。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「橋梁」を登録業種と

していること（希望順位は問わない）。
登録業種

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１月８日（金）～１月１５日（金）受付期間



４４６３

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３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３年１月１８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月１９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３年１月２０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１０５３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３年１月８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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４６４

高羽広場整備工事工 事 名

神戸市灘区高羽町２丁目工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年６月３０日完成期限

造成工：１式，擁壁工：１式，施設土工：１式，植栽工；１式，設備工：１式

舗装工：１式　　区画線工：１式，運搬処理工：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なう事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

造園工事業に係る建設業の許可建設業の許可

造園一般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

その他



４４６５

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

令和３年１月８日（金）～１月１５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

　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。

第１日目　令和３年１月１８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月１９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３年１月２０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１０５４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３年１月８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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４６６

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

ポートターミナル西側プレート板他取付工事工 事 名

神戸市中央区新港町４（ポートターミナル西側）工事場所

令和３年３月３０日完成期限

ポートターミナル西側の２階下部部分にトロリ線取付用骨組を取付する工事及

び，ポートターミナル西側の３階部分にプレート板を取付ける工事
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なう事後審査型を適用する。そ の 他

単独企業形態

鋼構造物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「鋼構造物」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　神戸市内に本店又は支店若しくはこれに準ずるものを有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

その他



４４６７

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

　・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３年１月８日（金）～１月１５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３年１月１８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月１９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３年１月２０日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。
方　　法



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１０５５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３年１月８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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４６８

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

天神川乗越峠線歩道拡幅工事工 事 名

神戸市垂水区上高丸２丁目工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年７月３１日完成期限

［施工延長］Ｌ＝１２６．０ｍ

水路壁：Ｖ＝９３㎥，水路蓋：プレキャスト床版敷設：Ｎ＝９０枚

舗装工　Ａｓ舗装：６３㎡，Ｃｏ舗装：Ａ＝１２３㎡

街渠工：Ｌ＝１２４ｍ，構造物撤去工，防護柵工，各一式　他

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



４４６９

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３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Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

令和３年１月８日（金）～１月１５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
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１０５６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３年１月８日

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４７０

　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３年１月１８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月１９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３年１月２０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



４４７１

     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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

湊川ポンプ場　２・３号雨水ポンプ機械設備工事工 事 名

神戸市兵庫区湊川町１－１　湊川ポンプ場内工事場所

令和４年３月３１日完成期限

本工事は，湊川ポンプ場内に雨水ポンプ機械設備の設置を行うものである。

雨水ポンプ機械設備工・・・１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

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又はポンプ場において，揚水量が７７㎥ ／裟

／台以上の立軸斜流ポンプを新設また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

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４７２

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和３年１月８日（金）～１月２２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３年１月２５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月２６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３年１月２７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



４４７３

　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１０５７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３年１月８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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３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

長田北町駐車場消火設備更新工事工 事 名

神戸市長田区北町３丁目４工事場所

令和３年３月２９日完成期限

長田北町駐車場の消火設備更新工事に伴う，機械設備工事一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４７４

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和３年１月８日（金）～１月１５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３年１月１８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月１９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



４４７５

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１０５８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３年１月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３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

入札説明書等によります。

令和３年１月２０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

葺合南２９号線電線共同溝整備工事工 事 名

神戸市中央区磯上通８丁目他工事場所

本件工事は，受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため，事前に建設資材，

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（任意着手方

式）である。発注者が示した工期の始期日期限までの間で，受注者は工期の始

期日を任意に設定することができる。なお，落札者は契約締結までに様式第８

号の２により，工期の始期日を通知すること。

完成期限



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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４７６

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。

工期：工期の始期日から起算して３３０日間（ただし，予算繰越決議の上は令和

３年４月５日（工期の始期日期限）までに工期の始期日を設定すること。）

（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期限以降に契約締結となった場合には，余裕期間を

設定することはできず，工期の始期日期限から３３０日間で工事を完了させるこ

と。

電線共同溝Ｌ＝１００ｍ，道路改良Ｌ＝１００ｍ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（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　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。

その他



４４７７

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

　・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３年１月８日（金）～１月２２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

第１日目　令和３年１月２５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月２６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３年１月２７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



　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１０５９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３年１月８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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４７８

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

唐櫃台１丁目地区他汚水管改良工事工 事 名

神戸市北区唐櫃台１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　φ２５０㎜　Ｌ＝１，０６７．７３ｍ，

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業

種として登録していること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　公益財団法人｢日本下水道新技術機構｣の建設技術審査証明を有する

その他



４４７９

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

　管更生工法で，当該工事の全ての本管径に対応するいずれかの工法の

　使用が可能であること。また，配置予定技術者については，次の①及

　び②に該当する技術者とすること。

　　①上記工法に関する施工監理技術の研修又は講習を修了した者。

　　②下水道管路更生管理技士（一般社団法人　日本管路更生工法品質

　　確保協会），下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）（公益社

　　団法人　日本下水道管路管理業協会）又は，下水道管きょ更生施工

　　管理技士（一般社団法人　日本管更生技術協会）の資格を有する者。

⑷　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑸　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑷⑸中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　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３年１月８日（金）～１月２２日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

受付期間

契約監理課提出場所



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０６０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３年１月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４８０

第１日目　令和３年１月２５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月２６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３年１月２７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



４４８１

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

生田川右岸線道路改良工事工 事 名

神戸市中央区小野浜町～小野柄通１丁目工事場所

令和４年１２月３１日完成期限

工事延長Ｌ＝５２０ｍ，道路土工１式，車道舗装工１４，７００㎡，歩道舗装工３，６１０㎡，

擁壁工１５３㎥，排水構造物工１式，付属施設工１式，構造物撤去工１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，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　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

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

その他



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

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４８２

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評価基準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法

令和３年１月８日（金）～１月２９日（金）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年２月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方 法

第１日目　令和３年２月１日（月）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和３年２月２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



４４８３

　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。

　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。　

―――――――――――――――――

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

令和３年２月３日（水）午前１０時３０分を予定日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　技術資料の審査等により保留する場合　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

令和３年２月１０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



神戸市公告第１０６１号

　神戸市都市公園条例施行規則（昭和３３年３月規則第１１７号）第５条第４項の規定により，布

引公園（市長が指定する区域に限る。）を，令和３年１月１６日（土）から２月２６日（金）まで

臨時休園する。

　　令和３年１月８日

     神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０６２号

　神戸市環境影響評価等に関する条例（平成９年１０月条例第２９号）第２９条第３項の規定により

次の対象事業に係る同条第１項の規定による事後調査の結果を記載した報告書及びその概要を

記載した書類（以下「概要書」という。）の提出があったので，同条第４項の規定により公告

するとともに，当該概要書の写しを次のとおり公衆の縦覧に供します。

　　令和３年１月１２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　対象事業の概要

　⑴　対象事業の名称

　　　六甲アイランド南建設事業

　⑵　事業者の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

　　　ア　事業者：国（国土交通省近畿地方整備局）

 　代表者：国土交通省近畿地方整備局長　溝口　宏樹

　　　　　所在地：大阪市中央区大手前１丁目５番４４号

　　　イ　事業者：神戸市

　　　　　代表者：神戸市長　久元　喜造

　　　　　所在地：神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　　ウ　事業者：大阪湾広域臨海環境整備センター

　　　　　代表者：理事長　荒木　一聡

　　　　　所在地：大阪市北区中之島２丁目２番２号

　⑶　対象事業の種類及び規模

　　　公有水面の埋立　（２８６ha）

　　　防波堤の建設　第八南防波堤　（延長　１，２００ｍ）

　　　　　　　　　　第九防波堤　　（延長　　６００ｍ）

　　　廃棄物最終処分場の整備　　　（面積　　 ８８ha）

　⑷　対象事業の位置

　　　神戸市東灘区向洋町地先水面

２　縦覧の期間

　　令和３年１月１２日（火曜）から１月２５日（月曜）まで

３　縦覧の場所

　　神戸市中央区磯上通７－１－５

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４８４



４４８５

　　三宮プラザＥＡＳＴ　２階

　　神戸市環境局環境保全部環境都市課

４　縦覧の時間

　　午前９時から午後５時まで

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０６３号

　神戸市環境影響評価等に関する条例（平成９年１０月条例第２９号）第２９条第３項の規定により

次の対象事業に係る同条第１項の規定による事後調査の結果を記載した報告書及びその概要を

記載した書類（以下「概要書」という。）の提出があったので，同条第４項の規定により公告

するとともに，当該概要書の写しを次のとおり公衆の縦覧に供します。

　　令和３年１月１２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　対象事業の概要

　⑴　対象事業の名称

　　　第１１次クリーンセンター建設事業

　⑵　事業者の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

　　　事業者：神戸市

　　　代表者：神戸市長　久元　喜造

　　　所在地：神戸市中央区磯上通７－１－５　三宮プラザＥＡＳＴ２階

　⑶　対象事業の種類及び規模

　　　一般廃棄物焼却施設の建設（処理能力６００ｔ／日、敷地面積　５．５㏊）

　⑷　対象事業の位置

　　　神戸市中央区港島９丁目１２番１

２　縦覧の期間

　　令和３年１月１２日（火曜）から１月２５日（月曜）まで

３　縦覧の場所

　　神戸市中央区磯上通７－１－５　三宮プラザＥＡＳＴ２階

　　神戸市環境局環境保全部環境都市課

４　縦覧の時間

　　午前９時から午後５時まで

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０６４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３年１月１３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号



２　入札に参加する者に必要な資格

　　特定建設工事共同企業体又は単独企業

　　（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。）

　●形態が特定建設工事共同企業体である場合

　●形態が単独企業である場合

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４８６

垂水処理場　東２系水処理他電気設備工事工 事 名

神戸市垂水区平磯１丁目１－６５　垂水処理場内工事場所

令和４年３月３１日完成期限

本工事は，垂水処理場において，別途施工の東２系水処理機械設備工事ととも

に必要な電気設備を施工するもので，その概要は下記のとおりである。

１．東２系水処理他電気設備工　１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

特定建設工事共同企業体形態　　　　

２社又は３社構成員の数

構成員が２社のときは１００分の３０以上，３社のときは１００分の２０以上構成員の出資比率

共同企業体の各構成員（代表者を含む）に関する条件

電気工事業に係る特定建設業の許可建設業の許可

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

共同企業体の代表者に関する条件

下水道法上の，終末処理場又はポンプ場において，１億円以上の水処

理又は汚泥処理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，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

出資比率が，構成員中最大であること。その他

単独企業形態

電気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

下水道法上の，終末処理場又はポンプ場において，１億円以上の水処理

又は汚泥処理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
施工実績



４４８７

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

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，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。

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３年１月１３日（水）～１月２６日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

※　紙書類の提出は，本市の休日」を除く午前９時～正午，午後１時～午後５

　時

　（郵送の場合は書留郵便のみ受付可。受付最終日の午後５時までに契約監理

　課必着。）

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１０６５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３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４８８

第１日目　令和３年２月１７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１８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３年２月１９日（金）午前１０時３０分日 時

開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行する

ので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

契約監理課提出場所

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



４４８９

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

その他

道場出張所市民トイレ他改修工事工 事 名

神戸市北区道場町塩田１４１８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５月１４日完成期限

トイレ改修，仮設トイレ設置，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



　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４９０

令和３年１月１３日（水）～１月１９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３年１月２０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月２１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３年１月２２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



４４９１

　　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１０６６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３年１月１３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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

単独企業形態

舗装工事業に係る建設業の許可建設業の許可

舗装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

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

　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

その他

六甲アイランド（Ｅ・Ｆバース）エプロン補修工事工 事 名

神戸市東灘区向洋町西２丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

エプロン補修工：路面切削工　６，６５０㎡，オーバーレイ工　７，０７０㎡，

区画線工　２１０ｍ
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



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

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４９２

　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３年１月１３日（水）～１月１９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３年１月２０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月２１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３年１月２２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



４４９３

　　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１０６７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３年１月１３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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３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

長尾山排水管理施設散水ろ床塔補修工事工 事 名

神戸市北区山田町工事場所

令和３年３月３１日　完成期限

散水ろ床塔補修　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

とび・土工工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木専門・とび・土

工」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。

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４９４

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３年１月１３日（水）～１月１９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３年１月２０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月２１日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

方 法



４４９５

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１０６８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３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

入札説明書等によります。

令和３年１月２２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

落合環状線舗装補修工事工 事 名

神戸市須磨区中落合工事場所

令和３年３月３１日完成期限

切削オーバーレイ工（一般部）２，９００㎡，　

切削オーバーレイ工（交差点部）１，４５０㎡
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



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４９６

単独企業形態

舗装工事業に係る建設業の許可建設業の許可

舗装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

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

　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，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



４４９７

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

令和３年１月１３日（水）～１月１９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３年１月２０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月２１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３年１月２２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



神戸市公告第１０６９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３年１月１３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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４４９８

アスタくにづか１番館北棟・２番館北棟空調設備更新工事工 事 名

神戸市長田区腕塚町５丁目５工事場所

令和３年３月３０日完成期限

アスタくにづか１番館北棟及び２番館北棟の指定区画の空調設備更新工事に伴

う，機械設備工事，電気設備工事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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑶　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

その他



４４９９

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

※　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３年１月２２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３年１月１３日（水）～１月１９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３年１月２０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月２１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



　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１０７０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３年１月１３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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４５００

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

六甲山牧場手洗い器新設工事工 事 名

神戸市灘区六甲山町中一里山１―１工事場所

令和３年３月２６日完成期限

六甲山牧場手洗器新設に伴う機械・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建設業の許可

管一般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



４５０１

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３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。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和３年１月１３日（水）～１月１９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３年１月２０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月２１日（木）午前９時～午後３時
日 時

電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法



８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０７１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３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４５０２

令和３年１月２２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

神戸方面第４２０号線道路防災工事工 事 名

神戸市中央区再度筋町工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越決議の上は令和３年５月３１日完成期限

（法面－１）鉄筋挿入工付吹付法枠工　Ｌ＝３５１ｍ

（法面－２）法面吹付工　Ａ＝１４１㎡　

（法面－３）法面吹付工　Ａ＝６８㎡

（法面－４）法面吹付工　Ａ＝６６㎡

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



４５０３

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３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３年１月１３日（水）～１月１９日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間



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１０７２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３年１月１３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４５０４

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年１月２０日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月２１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３年１月２２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



４５０５

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

桜口町２丁目地区他汚水管改築更新工事工 事 名

神戸市灘区桜口町２丁目　他工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和４年１月３１日完成期限

管きょ更生工　φ２００㎜　Ｌ＝１２．２０ｍ，φ２５０㎜　Ｌ＝１，００７．９１ｍ

管きょ工（開削）　Ｋ１φ２００㎜　Ｌ＝７７．１４ｍ，Ｋ１φ２５０㎜　Ｌ＝２４．７４ｍ

マンホール工　１式，取付管及びます工　１式，付帯工　１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，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　開札予定日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　公益財団法人「日本下水道新技術機構」の建設技術審査証明を有す

　る管更生工法で，当該工事の全ての本管径に対応するいずれかの工法

　の使用が可能であること。また，配置予定技術者については，次の①

　及び②に該当する技術者とすること。

　①　上記工法に関する施工監理技術の研修又は講習を修了した者。

　②　下水道管路更生管理技士（一般社団法人　日本管路更生工法品質

　　確保協会），下水道管路管理専門技士（修繕・改築部門）（公益社

　　団法人　日本下水道管路管理業協会）又は，下水道管きょ更生施工

　　管理技士（一般社団法人　日本管更生技術協会）の資格を有する者。

⑷　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑸　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

その他



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

８　技術資料提出の日時及び方法

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４５０６

　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，⑵⑷⑸中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評価基準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法

令和３年１月１３日（水）～１月２６日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

提出期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年１月２７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月２８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。

方 法



４５０７

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。

　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
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令和３年１月２９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３年１月２７日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和３年１月２８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３年２月５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

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１０７３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３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　東灘処理場　次亜塩素酸ナトリウム溶液購入

　⑵　数量（予定）

　　　８１０，０００キログラム

　⑶　納入場所　　

　　　神戸市建設局東水環境センター東灘処理場（神戸市東灘区魚崎南町２丁目１番２３号）

　　　六甲アイランド水リサイクルセンター（神戸市東灘区向洋町中１丁目２０番地）

　⑷　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所
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方との随意契約により締結する予定の有無



４５０９

　　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方法及び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３年１月２７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３年１月２７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３年１月２８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年１月２９日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階
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８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年３月３日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月４日（木）　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３年３月４日（木）午前１０時まで（書留郵便による入札については，令和３年３

　　　月３日（水）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局

　　　業務改革課（文書係）に到着していること。）

　　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３年３月４日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，第１号から第５号及び第

　８号から第１０号については，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。
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４５１１

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

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

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

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　苦情の申し出

　　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３年１月２９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて本市の休日を除く午前９時から午後５

　時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，１キログラム当たりの単価契約とします。

　⑵　本契約に係る令和３年度神戸市下水道事業会計予算が成立しない場合は，この入札に基

　　づく契約は締結しないことがあります。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Sodium hypochlorite for the Higashinada Sewage Treatment 

　　Plant.  

　⑵　Estimated Quantity : 810,000kg.

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. January 29, 2021.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March ４, 2021. 

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159
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神戸市公告第１０７４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３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　東灘処理場　ポリ硫酸第二鉄溶液（高濃度品）購入

　⑵　数量（予定）

　　　１，４３０，０００キログラム

　⑶　納入場所　　

　　　神戸市建設局東水環境センター東灘処理場（神戸市東灘区魚崎南町２丁目１番２３号）

　⑷　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請方法及び審査の通知の方法等については，

　入札説明書によります。
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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３年１月２７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３年１月２７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３年１月２８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年１月２９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３年３月３日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月４日（木）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法
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 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 令和３年３月４日（木）午前１０時まで（書留郵便による入札については，令和３年３

　　　月３日（水）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局

　　　業務改革課（文書係）に到着していること。）

　　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３年３月４日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，第１号から第５号及び第

　８号から第１０号については，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

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

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申し出

　　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３年１月２９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて本市の休日を除く午前９時から午後５

　時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，１キログラム当たりの単価契約とします。

　⑵　本契約に係る令和３年度神戸市下水道事業会計予算が成立しない場合は，この入札に基

　　づく契約は締結しないことがあります。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Poly ferric sulfate solution（High Concentration） for the 

　　Higashinada Sewage Treatment Plant.  

　⑵　Estimated Quantity : 1,430,000kg.

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. January 29, 2021.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March ４, 2021. 

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０７５号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）第４条に規定する特定調達契約（以下「特
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定調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市契約規則（昭和３９年３

月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の５第１項において読み替える規則第４条及

び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　東灘処理場　脱水用高分子凝集剤購入

　⑵　数量（予定）

　　　１２３，０００キログラム

　⑶　納入場所　　

　　　神戸市建設局東水環境センター東灘処理場（神戸市東灘区魚崎南町２丁目１番２３号）

　⑷　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請方法及び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３年１月２７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

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４５１６



４５１７

　　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３年１月２７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３年１月２８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年１月２９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３年３月３日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月４日（木）　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３年３月４日（木）午前１０時まで（書留郵便による入札については，令和３年３

　　　月３日（水）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局
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　　　業務改革課（文書係）に到着していること。）

　　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３年３月４日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，第１号から第５号及び第

　８号から第１０号については，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

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

　問わず，規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相当する価格の制限の範囲
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　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申し出

　　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３年１月２９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて本市の休日を除く午前９時から午後５

　時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，１キログラム当たりの単価契約とします。

　⑵　本契約に係る令和３年度神戸市下水道事業会計予算が成立しない場合は，この入札に基

　　づく契約は締結しないことがあります。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Polymer Coagulant for the Higashinada Sewage Treatment 

　　Plant.  

　⑵　Estimated Quantity : 123,000kg.

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. January 29, 2021.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March ４, 2021. 

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570,Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０７６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３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号



１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　西部処理場　高分子凝集剤購入

　⑵　数量（予定）

　　　濃縮用　１０，０００キログラム

　　　脱水用　５２，０００キログラム

　⑶　納入場所　　

　　　神戸市建設局中央水環境センター西部処理場（神戸市長田区南駒栄町１番４４号）

　⑷　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請方法及び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３年１月２７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
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　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は，下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

 公告の日から令和３年１月２７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３年１月２８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年１月２９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３年３月３日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月４日（木）　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３年３月４日（木）午前１０時まで（書留郵便による入札については，令和３年３

　　　月３日（水）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局

　　　業務改革課（文書係）に到着していること。）

　　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）
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 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３年３月４日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，第１号から第５号及び第

　８号から第１０号については，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，各項目の予定数量にそれぞれの入札単価を乗じて得た額の合計額が最低

　の価格であり，かつ，入札単価のすべてが，消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

　か免税事業者であるかを問わず，規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相

　当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。
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１４　苦情の申し出

　　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３年１月２９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて本市の休日を除く午前９時から午後５

　時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，各１㎏ 当りの単価契約とします。

　⑵　本契約に係る令和３年度神戸市下水道事業会計予算が成立しない場合は，この入札に基

　　づく契約は締結しないことがあります。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Polymer Coagulant for the Seibu Sewage Treatment Plant.   

　⑵　Estimated Quantity : Concentrated for the polymer flocculant 10,000kg，

　　Drainage for the polymer flocculant 52,000kg.

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by t

　　hose intending to make bids : 5:00 P.M. January 29, 2021.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March ４, 2021. 

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570,Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０７７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３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　垂水処理場　高分子凝集剤購入
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　⑵　数量（予定）

　　　濃縮用　 １３，０００キログラム

　　　脱水用　１００，０００キログラム

　⑶　納入場所　　

　　　神戸市建設局西水環境センター垂水処理場（神戸市垂水区平磯１丁目１番６５号）

　⑷　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請方法及び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３年１月２７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３年１月２７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３
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　　　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３年１月２８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年１月２９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３年３月３日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月４日（木）　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３年３月４日（木）午前１０時まで（書留郵便による入札については，令和３年３

　　　月３日（水）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局

　　　業務改革課（文書係）に到着していること。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。
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９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年３月４日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，第１号から第５号及び第

　８号から第１０号については，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，各項目の予定数量にそれぞれの入札単価を乗じて得た額の合計額が最低

　の価格であり，かつ，入札単価のすべてが，消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

　か免税事業者であるかを問わず，規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相

　当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申し出

　　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。　
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１５　入札に参加する者に必要な資格を有する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３年１月２９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて本市の休日を除く午前９時から午後５

　時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，各１㎏ 当りの単価契約とします。

　⑵　本契約に係る令和３年度神戸市下水道事業会計予算が成立しない場合は，この入札に基

　　づく契約は締結しないことがあります。

１７  Summary

　⑴　Contract Content : Polymer Coagulant for the Tarumi Sewage Treatment Plant. 

　⑵　Estimated Quantity : Concentrated for the polymer flocculant 13,000kg，

　　Drainage for the polymer flocculant 100,000kg.

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. January 29, 2021.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March ４, 2021. 

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570,Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０７８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３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　垂水処理場　ポリ硫酸第二鉄溶液（高濃度品）購入

　⑵　数量（予定）

　　　１，９２８，０００キログラム

　⑶　納入場所　　
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　　　神戸市建設局西水環境センター垂水処理場（神戸市垂水区平磯１丁目１番６５号）

　⑷　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請方法及び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３年１月２７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３年１月２７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
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 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３年１月２８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年１月２９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３年３月３日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月４日（木）　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３年３月４日（木）午前１０時まで（書留郵便による入札については，令和３年３

　　　月３日（水）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局

　　　業務改革課（文書係）に到着していること。）

　　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３年３月４日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札
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　　　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，第１号から第５号及び第

　８号から第１０号については，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

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

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

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　苦情の申し出

　　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３年１月２９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
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　場合は，当該入札に参加することはできません。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて本市の休日を除く午前９時から午後５

　時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，１キログラム当たりの単価契約とします。

　⑵　本契約に係る令和３年度神戸市下水道事業会計予算が成立しない場合は，この入札に基

　　づく契約は締結しないことがあります。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Poly ferric sulfate solution（High Concentration） for the 

　　Tarumi Sewage Treatment Plant.  

　⑵　Estimated Quantity : 1,928,000kg.

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. January 29, 2021.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March ４, 2021. 

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570,Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０７９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３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　垂水処理場　次亜塩素酸ナトリウム溶液購入

　⑵　数量（予定）

　　　７００，０００キログラム

　⑶　納入場所　　

　　　神戸市建設局西水環境センター垂水処理場（神戸市垂水区平磯１丁目１－６５）

　⑷　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

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

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請方法及び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３年１月２７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３年１月２７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
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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３年１月２８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年１月２９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３年３月３日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月４日（木）　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３年３月４日（木）午前１０時まで（書留郵便による入札については，令和３年３

　　　月３日（水）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局

　　　業務改革課（文書係）に到着していること。）

　　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３年３月４日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階
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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，第１号から第５号及び第

　８号から第１０号については，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

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

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

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　苦情の申し出

　　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３年１月２９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて本市の休日を除く午前９時から午後５

　時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，１キログラム当たりの単価契約とします。
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　⑵　本契約に係る令和３年度神戸市下水道事業会計予算が成立しない場合は，この入札に基

　　づく契約は締結しないことがあります。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Sodium hypochlorite for the Tarumi Sewage Treatment Plant. 

　⑵　Estimated Quantity : 700,000kg.

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. January 29, 2021.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March ４, 2021. 

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０８０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３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　玉津処理場　高分子凝集剤購入

　⑵　数量（予定）

　　　濃縮用　１１，０００キログラム

　　　脱水用⑴　３６，０００キログラム，脱水用⑵　１５，０００キログラム

　⑶　納入場所　　

　　　神戸市建設局西水環境センター玉津処理場（神戸市西区森友１丁目２６）

　⑷　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格
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　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請方法及び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３年１月２７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３年１月２７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３年１月２８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
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　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年１月２９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３年３月３日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月４日（木）　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３年３月４日（木）午前１０時まで（書留郵便による入札については，令和３年３

　　　月３日（水）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局

　　　業務改革課（文書係）に到着していること。）

　　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３年３月４日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，第１号から第５号及び第

　８号から第１０号については，紙入札の場合に限ります。
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　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，各項目の予定数量にそれぞれの入札単価を乗じて得た額の合計額が最低

　の価格であり，かつ，入札単価のすべてが，消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

　か免税事業者であるかを問わず，規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相

　当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申し出

　　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３年１月２９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて本市の休日を除く午前９時から午後５

　時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，各１㎏ 当りの単価契約とします。

　⑵　本契約に係る令和３年度神戸市下水道事業会計予算が成立しない場合は，この入札に基

　　づく契約は締結しないことがあります。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Coagulant for the Tamatsu Sewage Treatment Plant.  
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　⑵　Estimated Quantity : Concentrated for the polymer flocculant 11,000kg，

　　Drainage for the polymer flocculant (1)36,000kg,(2)15,000kg.

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. January 29, 2021.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March ４, 2021. 

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０８１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３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　港島クリーンセンター　高反応消石灰購入

　⑵　数量（予定）

　　　７３０，０００キログラム

　⑶　納入場所　　

　　　神戸市環境局港島クリーンセンター（神戸市中央区港島９丁目１２‐１）

　⑷　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請方法及び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３年１月２７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３年１月２７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３年１月２８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年１月２９日（金）まで（本市の休日を除く。）
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 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３年３月３日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月４日（木）　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３年３月４日（木）午前１０時まで（書留郵便による入札については，令和３年３

　　　月３日（水）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局

　　　業務改革課（文書係）に到着していること。）

　　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３年３月４日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，第１号から第５号及び第

　８号から第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

　　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　苦情の申し出

　　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３年１月２９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて本市の休日を除く午前９時から午後５

　時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，１キログラム当たりの単価契約とします。

　⑵　本契約に係る令和３年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は，この入札に基づく契

　　約は締結しないことがあります。

１７　Summary

　⑴ Contract Content : High reactive Slaked lime(Calcium hydroxide) for the 

　　Minatojima Clean Center.  

　⑵　Estimated Quantity : 730,000kg.

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. January 29, 2021.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March ４, 2021. 
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　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570,Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０８２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３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　港島クリーンセンター　集じん灰処理剤購入

　⑵　数量（予定）

　　　１５０，０００キログラム

　⑶　納入場所　　

　　　神戸市環境局港島クリーンセンター（神戸市中央区港島９丁目１２－１）

　⑷　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

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

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請方法及び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３年１月２７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３年１月２７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３年１月２８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年１月２９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
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　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年３月３日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月４日（木）　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３年３月４日（木）午前１０時まで（書留郵便による入札については，令和３年３

　　　月３日（水）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局

　　　業務改革課（文書係）に到着していること。）

　　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３年３月４日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，第１号から第５号及び第

　８号から第１０号については，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

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

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

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

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

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　苦情の申し出

　　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３年１月２９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて本市の休日を除く午前９時から午後５

　時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，１キログラム当たりの単価契約とします。

　⑵　本契約に係る令和３年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は，この入札に基づく契

　　約は締結しないことがあります。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Collected ash stabilizer for the Minatojima Clean Center. 

　⑵　Estimated Quantity : 150,000kg.

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. January 29, 2021.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March ４, 2021. 

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570,Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――
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神戸市公告第１０８３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３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　東クリーンセンター　高反応消石灰購入

　⑵　数量（予定）

　　　１，０３０，０００キログラム

　⑶　納入場所　　

　　　神戸市環境局東クリーンセンター（神戸市東灘区魚崎浜町１番地の７）

　⑷　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請方法及び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
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　　　公告の日から令和３年１月２７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３年１月２７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３年１月２８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年１月２９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３年３月３日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月４日（木）　午前９時から午前１０時まで

　　イ　提出方法

 入札説明書による。

　⑵　紙入札による場合
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　　ア　提出期限

 令和３年３月４日（木）午前１０時まで（書留郵便による入札については，令和３年３

　　　月３日（水）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局

　　　業務改革課（文書係）に到着していること。）

　　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３年３月４日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，第１号から第５号及び第

　８号から第１０号については，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。
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１２　落札者の決定の方法

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

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申し出

　　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３年１月２９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて本市の休日を除く午前９時から午後５

　時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，１キログラム当たりの単価契約とします。

　⑵　本契約に係る令和３年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は，この入札に基づく契

　　約は締結しないことがあります。

１７  Summary

　⑴　Contract Content : High reactive Slaked lime(Calcium hydroxide) for the 

　　Higashi Clean Center.  

　⑵　Estimated Quantity : 1,030,000kg.

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. January 29, 2021.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March ４, 2021. 

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570,Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０８４号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）第４条に規定する特定調達契約（以下「特

定調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市契約規則（昭和３９年３

月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の５第１項において読み替える規則第４条及
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び規則第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　東クリーンセンター　集じん灰処理剤購入

　⑵　数量（予定）

　　　１６０，０００キログラム

　⑶　納入場所　　

　　　神戸市環境局東クリーンセンター（神戸市東灘区魚崎浜町１番地の７）

　⑷　納入期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

　　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請方法及び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３年１月２７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
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　　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３年１月２７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３年１月２８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年１月２９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３年３月３日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月４日（木）　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３年３月４日（木）午前１０時まで（書留郵便による入札については，令和３年３

　　　月３日（水）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局

　　　業務改革課（文書係）に到着していること。）

　　イ　提出場所
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 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３年３月４日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，第１号から第５号及び第

　８号から第１０号については，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

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

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

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
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　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申し出

　　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３年１月２９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

　　入札参加資格の申請書は，行財政局契約監理課にて本市の休日を除く午前９時から午後５

　時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，１キログラム当たりの単価契約とします。

　⑵　本契約に係る令和３年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は，この入札に基づく契

　　約は締結しないことがあります。

１７  Summary

　⑴　Contract Content : Collected ash stabilizer for the Higashi Clean Center.  

　⑵　Estimated Quantity : 160,000kg.

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 P.M. January 29, 2021.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March ４, 2021. 

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570,Japan. 

　　TEL 078-322-5159

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０８５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３年１月１３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

　　　神戸市事業系ごみ指定袋保管・受注・配送等業務
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　⑵　履行場所

　　　本市指定場所

　⑶　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和６年３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　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３年１月２７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３年１月２７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。）
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　　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３年１月２８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年１月２９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３年３月３日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月４日（木）　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３年３月４日（木）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年３月３

　　　日（水）午後５時までに本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政局業務

　　　改革課（文書係）に到着していること。）

　　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３年３月４日（木）午前１０時３０分から
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　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は，各項目の予定数量にそれぞれの入札単価を乗じて得た額の合計額が最低

　の価格であり，かつ，入札単価のすべてが，消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

　か免税事業者であるかを問わず，規則第１０条の規定により定めた予定価格の１１０分の１００に相

　当する価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。　

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

　　この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達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
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　ることができます。

　　ただし，令和３年１月２９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　⑴　この契約は，各単位当りの単価契約とします。

　⑵　本契約に係る令和３年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は，この入札に基づく契

　　約は締結しないことがあります。

１７　Summary

　⑴　Contract Content : Kobe business waste designated bags storage, orders and 

　　delivery business.

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by those

　　intending to make bids : 5:00 P.M. January 29, 2021.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March ４, 2021. 

　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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０８６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３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　教育用コンピュータ用周辺機器借上げ

　⑵　数量

　　　一式

　⑶　納入場所

　　　神戸市立の学校園等

　⑷　賃借期間

　　　令和３年４月１日～令和８年３月３１日

　⑸　物品の特質等
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　　　入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　当該賃借物品の保守等を迅速かつ適切に行えること。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　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３年１月２７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３年１月２７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階
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　　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３年１月２８日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で３ＭＢを超えるも

　　　の，電子入札システムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は，

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年１月２９日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年２月２４日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年２月２５日（木）　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３年２月２５日（木）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年２月２４

　　　日（水）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年２月２５日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４５６０



４５６１

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

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

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

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３年１月２９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他
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　　この契約は，１月あたりの単価契約とします。

１７　Summary

　⑴　Contract Content :A lease contract for computer peripherals for education.

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. January 29, 2021.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. February 25, 2021. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5696

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０８７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３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　神戸市立須磨翔風高等学校コンピュータシステム等借上げ

　⑵　数量

　　　一式

　⑶　納入場所

　　　神戸市立須磨翔風高等学校

　⑷　賃借期間

　　　令和３年４月１日～令和８年３月３１日

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　当該賃借物品の保守等を迅速かつ適切に行えること。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　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３年１月２７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３年１月２７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年１月２８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。
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　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年１月２９日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年２月２４日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年２月２５日（木）　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３年２月２５日（木）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年２月２４

　　　日（水）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年２月２５日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。
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　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

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

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

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３年１月２９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，１月あたりの単価契約とします。

１７　Summary

　⑴　Contract Content :A lease contract for computer systems for use in Sumasyohu 

　　high school.

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. January 29, 2021.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. February 25, 2021. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Administration and Finance Bureau, City of Kobe,6-5-1, Kano-cho, 
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　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5696

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０８８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３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　神戸市立葺合高等学校コンピュータシステム等借上げ

　⑵　数量

　　　一式

　⑶　納入場所

　　　神戸市立葺合高等学校

　⑷　賃借期間

　　　令和３年４月１日～令和８年３月３１日

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

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

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

　　ていないこと。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　当該賃借物品の保守等を迅速かつ適切に行えること。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）
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４５６７

　　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３年１月２７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３年１月２７日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

　　　を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年１月２８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（２）によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年１月２９日（金）まで（本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

  神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

  神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合
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　　ア　提出期間

 第１日目　　令和３年２月２４日（水）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年２月２５日（木）　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３年２月２５日（木）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年２月２４

　　　日（水）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年２月２５日（木）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５６９６）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 
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　　号）第３条に規定する中小企業等協同組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の

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

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

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

　⑿　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１２　落札者の決定の方法

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

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

　内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１３　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

１４　苦情の申出

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

　ができます。

１５　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

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

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

　ることができます。

　　ただし，令和３年１月２９日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，１月あたりの単価契約とします。

１７　Summary

　⑴　Contract Content :A lease contract for computer systems for use in Fukiai high 

　　school.

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. January 29, 2021.

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. February 25, 2021. 

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5696

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０８９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
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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３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　落札に係る特定役務の名称

　　ＩＣＴ機器借上【神戸市小学校後期その３】

２　数量

　　電子黒板機能付プロジェクタ１３２式等

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１１月２７日

５　落札者の氏名及び住所

　　ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

　　神戸営業所長　渡邉　祐史

　　神戸市中央区東町１２６番地

６　落札金額

　　４９１，４００円（１月当り単価）

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１０月７日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１０９０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。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３年１月１３日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　随意契約に係る物品の名称及び調達の種類

　　ＩＣＴ機器借上【神戸市中学校その１】

２　数量

　　電子黒板機能付プロジェクタ４８６式等

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
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４５７１

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４　随意契約の相手方を決定した日

　　令和２年１１月３０日

５　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　日通商事株式会社

　　　　大阪支店長　日比　伸幸

　　大阪市北区中津５丁目４番１０号

６　随意契約に係る契約金額

　　１，２５５，０００円（１月当り単価・税抜）

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に相当する価格に一番近い価格をも

　って入札した者を契約の相手方としました。

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１０月７日

９　随意契約の理由

　　再度の入札に付し落札者がなかったため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１０５号

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４８条第１項ただし書の規定による許可の申請に関し，

同条第１５項の規定により次のとおり公開による意見の聴取を行うので，利害関係者で意見のあ

る人は御参集ください。

　　令和３年１月２６日

（特定行政庁）神戸市長　久　元　喜　造　

１　許可しようとする建築物の建築の計画

　⑴　申請者の氏名

　　　榊原　薫

　⑵　建築物の敷地の所在

　　　神戸市北区道場町日下部字番匠川原１６２９番の一部，１６３０番の一部

　⑶　建築物の用途

　　　農業用倉庫

　⑷　工事の種別

　　　新築

　⑸　建築物の構造及び規模

　　　ア）構造

 　鉄骨造

　　　イ）規模
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１９８．５８ 平方ﾒｰﾄﾙ敷地面積

 ８４．５１ 平方ﾒｰﾄﾙ建築面積



２　意見の聴取の期日及び場所

　⑴　期日

　　　令和３年２月２日（火）午後２時３０分から

　⑵　場所

　　　神戸市北区道場町日下部１５６９番　日下部ふれあい会館

３　連絡先

　　神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課　電話０７８－５９５－６５５４

４　その他

　　当日は午後２時から会場にて受付を行います。

　　会場では感染症対策にご協力をお願いします。

　　御参集の方は，マスクの着用をお願いします。

　　当日，発熱のある方や，体調に違和感がある方は，御参集をお控えください。

　　御参集に不安のある方は，事前に，上記連絡先までお問い合わせ願います。

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１０６号

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

より，次のとおり公告します。

　　令和３年１月２６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　設置する都市公園

　⑴　名称，位置及び区域

　⑵　供用開始の年月日

　　　令和３年１月２６日

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１０７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３年１月２６日
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 ８４．５１ 平方ﾒｰﾄﾙ延べ面積

地上１階階　　数

区　　　域位　　　置 名　　称

神戸市建設局公園部管理課備付

けの図面のとおり

垂水区舞多聞西１丁目

垂水区舞多聞西２丁目

垂水区舞多聞西１丁目

垂水区舞多聞西１丁目

学園南４号緑地

学園南５号緑地

学園南１２号緑地

学園南１３号緑地



４５７３

     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

　　神戸市西区玉津町高津橋字中山谷５２０番１，玉津町水谷字南山神４２番３，４２番７

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８月２５日　　　第 ７０５５ 号

　　（変更許可　令和２年１１月６日　　　第 １４１３ 号）

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１０８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３年１月２６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

　　神戸市西区学園東町８丁目２番２の内１工区

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　大阪市北区梅田三丁目３番５号

　　大和ハウス工業株式会社

　　　常務執行役員本店長　山﨑　考平

３　許可番号

　　令和２年１０月９日　第７０６９号

　　（変更許可　令和２年１２月１４日　第１４１８号）

  水  道  局  

神戸市水道公告第１１７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３年１月１３日

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

１　入札に付する事項
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奥平野高層電気設備更新工事工 事 名

神戸市兵庫区楠谷町３７－１　奥平野浄水場工事場所



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。）
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令和３年１２月１７日完成期限

本工事は老朽化に伴うポンプ制御盤等の更新を行うもので，更新に伴う機器製

作・納入・据付・配線配管及び試験調整を含むものとする。

なお，本工事で製作する盤類は自社製作品とする。

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

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

　上水道施設において，高圧受変電盤及びポンプ制御盤（自社で製作し

た盤を用いたものに限る）の新設又は更新において，平成１７年度以降に

元請として完成させた施工実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式で

　ある場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合に

　は「受付最終日」と読み替えること。

その他



４５７５

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。

　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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

令和３年１月１３日（水）～１月２２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働時間内（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３年１月２５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月２６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３年１月２７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



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

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

  交  通  局  

神戸市交通公告第５８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３年１月８日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　特定建設工事共同企業体又は単独企業

　　（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。）

●形態が特定建設工事共同企業体である場合

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４５７６

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

特定建設工事共同企業体形態　　　　

２社又は３社構成員の数

構成員が２社のときは１００分の３０以上，３社のときは１００分の２０以上構成員の出資比率

共同企業体の各構成員（代表者を含む）に関する条件

電気工事業に係る特定建設業の許可建設業の許可

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

西神・山手線新長田駅連動装置及びＡＴＣ地上装置更新工事工 事 名

神戸市長田区松野通１丁目　新長田駅他２箇所工事場所

令和５年３月１７日完成期限

本工事は，神戸市高速鉄道　西神・山手線　新長田駅の第１種電気継電連動装

置，およびＡＴＣ地上装置の機器及び配線等の更新。また，新長田駅の商用軌

道回路の高周波軌道回路化を行う。

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。ただし，初年度は，初年度及び翌年度の出来高予定額の４

割以内の額を支払う。

前 払 金



４５７７

●形態が単独企業である場合

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

単独企業形態

電気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

　鉄道事業者（私鉄・ＪＲ・公営鉄道）の駅又は車庫において，平成１７

年度以降に継電連動装置，並びにＡＴＣ地上装置の新設又は更新工事を

元請として製作し，かつ据付を行い完成させた施工実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式で

　ある場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合に

その他

共同企業体の代表者に関する条件

　鉄道事業者（私鉄・ＪＲ・公営鉄道）の駅又は車庫において，平成

１７年度以降に継電連動装置，並びにＡＴＣ地上装置の新設又は更新工

事を元請として製作し，かつ据付を行い完成させた施工実績があるこ

と。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

出資比率が，構成員中最大であること。その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

　す。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４５７８

　は「受付最終日」と読み替えること。

令和３年１月８日（金）～１月２１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）

　紙書類の提出は，本市の休日を除く午前９時～正午，午後１時～午後５時

　（郵送の場合は書留郵便のみ受付可。受付最終日の午後５時までに契約監理

　課必着）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年２月１５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１６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３年２月１７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



４５７９

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第５９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３年１月８日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

　　特定建設工事共同企業体又は単独企業

　　（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。）

●形態が特定建設工事共同企業体である場合

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３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

特定建設工事共同企業体形態　　　　

２社又は３社構成員の数

構成員が２社のときは１００分の３０以上，３社のときは１００分の２０以上構成員の出資比率

共同企業体の各構成員（代表者を含む）に関する条件

電気通信工事業に係る特定建設業の許可建設業の許可

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

西神・山手線および北神線列車無線設備更新工事工 事 名

神戸市須磨区中落合２丁目（名谷業務ビル），

神戸市西区糀台５丁目（西神中央駅）　他１５箇所
工事場所

令和６年６月３０日完成期限

本工事は，神戸市高速鉄道　西神・山手線および北神線において，列車無線設

備更新に伴う設備新設を行うものである。
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



●形態が単独企業である場合

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４５８０

単独企業形態

電気通信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

　鉄道事業者（私鉄・ＪＲ・公営鉄道）において，鉄道保安通信設備で

ある列車無線設備の中央装置及び基地局装置の新設又は更新を，平成17

年度以降に自社で設計・製作したか，または元請として完成させた施工

実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式で

その他

共同企業体の代表者に関する条件

　鉄道事業者（私鉄・ＪＲ・公営鉄道）において，鉄道保安通信設備

である列車無線設備の中央装置及び基地局装置の新設又は更新を，平

成１７年度以降に自社で設計・製作したか，または元請として完成させ

た施工実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

出資比率が，構成員中最大であること。その他



４５８１

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

　す。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

　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３年１月８日（金）～１月２１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）

　紙書類の提出は，本市の休日を除く午前９時～正午，午後１時～午後５時

　（郵送の場合は書留郵便のみ受付可。受付最終日の午後５時までに契約監理

　課必着）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年２月１５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１６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３年２月１７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



　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第６２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３年１月８日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４５８２

西神中央駅駅務室空調設備更新工事工 事 名

神戸市西区糀台５丁目工事場所

令和３年３月３１日完成期限

西神中央駅駅務室の空冷ヒートポンプエアコンを更新する工事一式　

上記に伴う電気設備工事一式を含む
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般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。

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



４５８３

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑶⑷中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式

　である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合

　には「受付最終日」と読み替えること。

令和３年１月８日（金）～１月１５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３年１月１８日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年１月１９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

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

　す。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第６０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３年１月１３日

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

１　入札に付する事項

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４５８４

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３年１月２０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

西神・山手線および北神線漏洩同軸ケーブル敷設工事工 事 名

神戸市西区糀台５丁目（西神中央駅）～神戸市中央区加納町１丁目（新神戸

駅）他
工事場所

令和５年１２月２８日完成期限

本工事は，神戸市高速鉄道西神・山手線及び北神線において，列車無線用の漏

洩同軸ケーブル（ＬＣＸ）及びアンテナの新設を行うものである。
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割以前 払 金



４５８５

２　入札に参加する者に必要な資格

　　特定建設工事共同企業体又は単独企業

　　（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。）

●形態が特定建設工事共同企業体である場合

●形態が単独企業である場合

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

内）の額を支払う。ただし，初年度は，初年度及び翌年度の出来高予定額の４

割以内の額を支払う。

特定建設工事共同企業体形態　　　　

２社又は３社構成員の数

構成員が２社のときは１００分の３０以上，３社のときは１００分の２０以上構成員の出資比率

共同企業体の各構成員（代表者を含む）に関する条件

電気通信工事業に係る特定建設業の許可建設業の許可

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

共同企業体の代表者に関する条件

　鉄道事業者（私鉄・ＪＲ・公営鉄道）のずい道内において，平成１７

年度以降に漏洩同軸ケーブル（ＬＣＸ）の敷設工事を元請として完成

させた施工実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

出資比率が，構成員中最大であること。その他

単独企業形態

電気通信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

　鉄道事業者（私鉄・ＪＲ・公営鉄道）のずい道内において，平成１７年

度以降に漏洩同軸ケーブル（ＬＣＸ）の敷設工事を元請として完成させ

た施工実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　平成３０年１０月３０日以降の審査基準日の経営事項審査の結果通知書の

　交付を受けていること。

⑵　神戸市行財政局契約監理課（以下「契約監理課」という。）発注工

　事を，開札予定日において施工中（落札決定後契約前である場合も含

　む。）である場合，次の要件を満たしていること。

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３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４５８６

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において入

　札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工事

　を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※なお，⑵⑶中の「開札予定日」は，事後審査型の総合評価落札方式で

　ある場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場合に

　は「受付最終日」と読み替えること。

令和３年１月１３日（水）～１月２６日（火）

※　神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号

　に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午

　後８時）

紙書類の提出は，本市の休日」を除く午前９時～正午，午後１時～午後５時

（郵送の場合は書留郵便のみ受付可。受付最終日の午後５時までに契約監理課

必着。）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年２月１７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月１８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



４５８７

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

　す。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

　

神戸市交通公告第６３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条及び神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号。以下「規程」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３年１月１３日

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

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　軽油の購入

２　予定数量

　　１，８６０キロリットル

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市交通局総務課

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

令和３年２月１９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



４　入札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

５　落札者を決定した日

　　令和２年１２月９日

６　落札者の氏名及び住所

　　中川物産株式会社

　　　　代表取締役　中川　秀信

　　名古屋市港区潮見町３７－２３

７　落札金額

　　１４９，９１６，０００円（１リットル当たり８０円６０銭）

８　契約の相手方を決定した手続

　　規程第１０条の規定により定めた予定価格から軽油引取税を減じた額の１１０分の１００に相当す

　る価格に軽油引取税を加算した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。

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

　　令和２年１０月２１日

  人 事 委 員 会  

　人事委員会議事規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和３年１月１３日

神戸市人事委員会　　　　

委員長　芝　原　貴　文　

神戸市人事委員会規則第１０号

　　　人事委員会議事規則の一部を改正する規則

　人事委員会議事規則（昭和２６年６月規則第３号）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第２号におい

て「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１

号及び第３号において「改正後部分」という。）については，次のとおりとする。

　⑴　改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改正部分を当該改

　　正後部分に改める。

　⑵　改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。

　⑶　改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号４５８８

改正前改正後

第５条　議事録には，議事の要領を記載し，

　委員長，各委員及び事務局長がこれに記名

第５条　議事録には，議事の要領を記載し，

　委員会の承認を得て確定する。



４５８９

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

  農 業 委 員 会  

神戸市農業委員会告示第１３号

　農地法（昭和２７年法律第２２９号）第３条第２項第５号括弧書きの規定に基づき，別段の面積

を定めたので，次のとおり告示する。

　　令和３年１月２６日

神戸市農業委員会会長　井　上　重　信　

　

令和３年１月２６日   神  戸  市  公  報   第３６９３号

　押印するものとする。

別段の面積別段の面積を適用する区域

３．１４アール神戸市北区山田町東下字野田北１５番地の２の区域

３．８５アール神戸市北区山田町東下字野田北１５番地の４の区域

１０アール上記以外の神戸市内全域


