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　の締結（有野六甲線道路防災対策工事（１１

　・１３工区）） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（有野六甲線道路防災対策工事（１６

　・１７工区）） ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（神戸複合産業団地他防災工事（単

　価契約）） ［行財政局契約監理課］
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▽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（兵庫

　ふ頭擁壁設置その他整備工事）

  ［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（有馬

　口トンネル現道取付工事　他）〈合併入札〉

  ［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（東白川台地区段差解消工事（その

　２））  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和３年度　河川管理施設点検補
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  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（令和３年度　河川管理施設点検補

　修単価契約工事（その２））

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（ネットフェンス新設・撤去工事

　（単価契約）） ［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
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▽神戸農業振興地域整備計画の軽微な変更

 　　　　［経済観光局農政計画課］

▽一般競争入札による契約の締結（自立支援

　医療レセプト点検等業務）

  ［福祉局障害者支援課］
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  ［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（大和町４丁目地区他汚水管改築更

　新工事） ［行財政局契約監理課］
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４９４９

▽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（六甲

　アイランド道路嵩上げ工事（その１））

  ［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（六甲

　アイランド道路嵩上げ工事（その２））

  ［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（六甲

　アイランド道路嵩上げ工事（その３））

  ［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（真陽第二住宅外壁改修他工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（夢野住宅１・２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（本庁舎１号館市会本会議場放送設

　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（旧東神戸フェリー埠頭管理施設新

　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（学園東町公園施設改修工事）

  ［行財政局契約監理課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（神戸大橋高欄補修工事（その３））

  ［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（摩耶埠頭料金所他１箇所受変電設

　備他改修工事） ［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

　（ＩＣＴ機器借上【神戸市中学校その２】）

  ［行財政局契約監理課］

▽令和３年度物品等又は特定役務の調達のた

　め締結される契約の一般競争入札及び指名

　競争入札の参加資格及びその申請方法

  ［行財政局契約監理課］

▽都市公園の区域変更（荒神山西公園）

  ［建設局公園部管理課］

▽開発行為に関する工事の完了（北区有野町

　有野字芦原）  　［都市局指導課］

▽無縁墳墓等の改葬（鵯越墓園）

  　［健康局斎園管理課］

▽無縁墳墓等の改葬（追谷墓園）

  　［健康局斎園管理課］

区   役   所

▽自動車臨時運行許可番号標の失効

  ［須磨区総務部市民課］

▽自動車臨時運行許可番号標の失効

  ［長田区総務部市民課］

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（単価契約工事（土工事，管工事他

　・道路掘削跡復旧工事）東部地区）

   　［水道局配水課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（単価契約工事（土工事，管工事他

　・道路掘削跡復旧工事）中部地区）

   　［水道局配水課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（単価契約工事（土工事，管工事他

　・道路掘削跡復旧工事）西部地区）

   　［水道局配水課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（単価契約工事（土工事，管工事他

　・道路掘削跡復旧工事）垂水地区）

   　［水道局配水課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（単価契約工事（土工事，管工事他

　・道路掘削跡復旧工事）北地区）

   　［水道局配水課］

▽令和３年度物品等及び特定役務の調達のた

　め締結される契約の一般競争入札及び指名

　競争入札の参加資格及びその申請方法

  　［水道局経営企画課］

▽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（北

　（有馬口トンネル前）配水管取替工事）

　〈合併入札〉  　［水道局配水課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（鶴甲ポンプ場送水ポンプ制御盤他

　更新工事）  　［水道局施設課］

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（工水（港島南町）配水管新設工事）

   　［水道局配水課］

交   通   局

▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

　の締結（西神・山手線信号線路設備更新工

　事その５）  　［交通局総務課］
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４９５０令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

▽令和３年度物品等及び特定役務の調達のた

　め締結される契約の一般競争入札及び指名

　競争入札の参加資格及びその申請方法

   　［交通局総務課］

▽一般競争入札による特定調達契約の締結

　（名谷駅美装化・リニューアル事業）

  　［交通局営業推進課］

人 事 委 員 会 

▽労務職員採用の選考に関する規則の一部を

　改正する規則　［人事委員会事務局任用課］

▽神戸市職員の初任給，昇給等の基準に関す

　る規則の一部を改正する規則

 　　　［人事委員会事務局調査課］

▽令和２年改正条例附則第４条の規定による

　給料に関する規則

 　　　［人事委員会事務局調査課］

そ   の   他

▽神戸市職員採用試験（選考）案内

 　　　［人事委員会事務局任用課］

５０６８

５０７０

５０７６

５０７７

５０９４

５０９８



４９５１

  告     示  

神戸市告示第７７８号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４８条の２０第１項の規定に基づき，歩行者利便増進道路を

指定したので，同条第５項の規定により下記のとおり告示する。

　その関係図面は，令和３年２月１２日から，３０日間一般の縦覧に供する。

　　令和２年２月１２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　歩行者利便増進道路の指定日

　　令和３年２月１２日

２　道路の種類及び路線名

　　市道　三宮中央通り線

３　歩行者利便増進道路として指定する区間

　　神戸市中央区三宮町１丁目３番９地先から３丁目１番１８地先まで

４　図面縦覧場所

　　神戸市中央区磯辺通３丁目１番７号コンコルディア神戸４階

　　神戸市建設局道路管理課　

　　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７７９号

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３３条第２項第３号の規定に基づき，利便増進誘導区域を

指定するので，同条第４項の規定により下記のとおり告示する。

　その関係図面は，令和３年２月１２日から，３０日間一般の縦覧に供する。

　　令和２年２月１２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　利便増進誘導区域の指定日

　　令和３年２月１２日

２　道路の種類及び路線名

　　市道　三宮中央通り線

３　利便増進誘導区域として指定する区間

　　神戸市中央区三宮町１丁目３番９地先から３丁目１番１８地先の指定区間

４　図面縦覧場所

　　神戸市中央区磯辺通３丁目１番７号コンコルディア神戸４階

　　神戸市建設局道路管理課

   

―――――――――――――――――

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号



神戸市告示第７８０号

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

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

次のとおり告示する。    

　　令和３年２月１２日    

     神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体   

　⑴　名称  

　　　西舞子ハイツ自治会  

　⑵　主たる事務所  

　　　神戸市垂水区西舞子８丁目１７－１０  

　⑶　代表者の氏名  

　　　植田　和義  

　⑷　代表者の住所  

　　　神戸市垂水区西舞子８丁目１７－１０  

２　変更があった事項及びその内容   

　⑴　主たる事務所の所在地

　　　「神戸市垂水区西舞子８丁目１７－１３」を「神戸市垂水区西舞子８丁目１７－１０」に改める。

　⑵　代表者の氏名

　　　「山盛　仁」を「植田　和義」に改める。

　⑶　代表者の住所

　　　「神戸市垂水区西舞子８丁目１７－１３」を「神戸市垂水区西舞子８丁目１７－１０」に改める。

３　変更の年月日   

　　令和３年１月９日   

  　

―――――――――――――――――

神戸市告示第７８１号

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により，王子公園駐車場の

使用料の徴収業務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示する。

　　令和３年２月１２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　受託者

　　神戸市中央区相生町４丁目３－１　神戸ストークビル３Ｆ

　　国際セーフティサービス株式会社

　　代表取締役　徳田　穂積

２　委託期間

　　令和３年２月１日から令和６年１月３１日まで

　

―――――――――――――――――

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９５２



４９５３

神戸市告示第７９４号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者を次のとおり

指定した。

　　令和３年２月１７日

     神戸市長　久　元　喜　造

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

指定期間指定管理者公の施設の名称

令和３年４

月１日から

令和８年３

月３１日まで

神戸市東灘区魚崎南町２丁目９番４号

魚崎南ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　清原　孝重

神戸市立魚崎南地域

福祉センター

神戸市東灘区向洋町中６丁目３番地の２

向洋ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　實光　良夫

神戸市立向洋地域福

祉センター

神戸市東灘区渦森台１丁目２番１号

渦が森ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　大垣　武志

神戸市立渦が森地域

福祉センター

神戸市東灘区本山南町７丁目１番２０号

本山南ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　竹中　ヒロエ

神戸市立本山南地域

福祉センター

神戸市東灘区御影本町６丁目２番１４号

浜御影ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　大城代　幸子

神戸市立浜御影地域

福祉センター

神戸市東灘区魚崎中町４丁目３番１６号

魚崎ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　石畠　幸治

神戸市立魚崎地域福

祉センター

神戸市東灘区岡本１丁目７番３号

本山ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　小原　治

神戸市立本山地域福

祉センター

神戸市東灘区西岡本４丁目８番１２号

本山西ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　木下　昭満

神戸市立本山西地域

福祉センター

神戸市東灘区本庄町２丁目５番１号

本庄ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　岡野　恒義

神戸市立本庄地域福

祉センター

神戸市東灘区青木４丁目２番２０号

青木南ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　阿部　正生

神戸市立青木南地域

福祉センター



令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９５４

神戸市東灘区森南町２丁目８番２８号

本山東ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　宗田　靖二

神戸市立本山東地域

福祉センター

神戸市東灘区向洋町中３丁目１番地の６

六甲アイランドふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　吉川　道和

神戸市立六甲アイラ

ンド地域福祉センタ

ー

神戸市東灘区本山南町５丁目４番１１号

福池ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　金山　二生

神戸市立福池地域福

祉センター

神戸市東灘区御影２丁目２８番１３号

御影北ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　瀧澤　謙三郎

神戸市立御影北地域

福祉センター

神戸市東灘区住吉宮町３丁目２番１８号

住吉ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　竹田　統

神戸市立住吉地域福

祉センター

神戸市東灘区深江南町３丁目４番２４号

深江南ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　植田　延生

神戸市立深江南地域

福祉センター

神戸市灘区楠丘町４丁目１番１６号

高羽ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　土田　耕三郎

神戸市立高羽地域福

祉センター

神戸市灘区岩屋北町２丁目５番３号

岩屋ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　染山　睦子

神戸市立岩屋地域福

祉センター

神戸市灘区鶴甲２丁目１０番１号

鶴甲ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　野田　比奈

神戸市立鶴甲地域福

祉センター

神戸市灘区六甲山町西谷山１８７８番地の１３３

六甲山ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　北野　勇

神戸市立六甲山地域

福祉センター

神戸市灘区新在家南町３丁目２番２５号

新在家ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　明石　文史郎

神戸市立新在家地域

福祉センター

神戸市灘区大石北町８番１号

西郷ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　弓削　宏

神戸市立西郷地域福

祉センター



４９５５ 令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

神戸市灘区中原通７丁目５番１号

王子ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　堤　貴美子

神戸市立王子地域福

祉センター

神戸市灘区篠原北町２丁目２番３７号

篠原ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　江種　昭平

神戸市立篠原地域福

祉センター

神戸市灘区備後町１丁目３番１号

成徳ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　堂内　克孝

神戸市立成徳地域福

祉センター

神戸市灘区倉石通４丁目１番１０号

稗田ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　荒木　康夫

神戸市立稗田地域福

祉センター

神戸市灘区天城通３丁目３番７号

摩耶ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　北條　満助

神戸市立摩耶地域福

祉センター

神戸市灘区摩耶海岸通２丁目３番４号

なぎさふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　門脇　龍三

神戸市立なぎさ地域

福祉センター

神戸市灘区千旦通１丁目５番２号

灘ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　和　實

神戸市立灘地域福祉

センター

神戸市灘区八幡町４丁目８番２８号

六甲ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　竹山　幸夫

神戸市立六甲地域福

祉センター

神戸市中央区旗 通４丁目４番２０号

雲中ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　石原　恵子

神戸市立雲中地域福

祉センター

神戸市中央区東川崎町５丁目１番１号

東川崎ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　段　勝子

神戸市立東川崎地域

福祉センター

神戸市中央区籠池通２丁目１番５号

籠池ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　吉田　裕子

神戸市立籠池地域福

祉センター

神戸市中央区旭通２丁目４番９号

小野柄ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　上村　カネヨ

神戸市立小野柄地域

福祉センター
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神戸市中央区宮本通３丁目１番５号

宮本ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　岩崎　嘉子

神戸市立宮本地域福

祉センター

神戸市中央区北長狭通４丁目９番５号

神戸諏訪山ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　横山　直己

神戸市立神戸諏訪山

地域福祉センター

神戸市中央区北長狭通７丁目３番１３号

下山手ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　廣岡　俊秀

神戸市立下山手地域

福祉センター

神戸市中央区神若通２丁目３番７号

若菜ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　左納　康行

神戸市立若菜地域福

祉センター

神戸市中央区中山手通２丁目１７番１８号

北野ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　森田　祐子

神戸市立北野地域福

祉センター

神戸市中央区八雲通１丁目１番７号

春日野ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　佐々木　チヱ子

神戸市立春日野地域

福祉センター

神戸市中央区吾妻通５丁目１番１２号

吾妻ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　祐村　明

神戸市立吾妻地域福

祉センター

神戸市中央区橘通３丁目４番１号

橘ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　福家　巌

神戸市立橘地域福祉

センター

神戸市中央区脇浜海岸通３丁目２番７号

脇の浜ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　山田　好一

神戸市立脇の浜地域

福祉センター

神戸市中央区二宮町３丁目１２番１号

二宮ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　山西　康司

神戸市立二宮地域福

祉センター

神戸市中央区港島中町２丁目３番地の３

港島自治連合協議会

　　代表者　川岸　政光

神戸市立港島地域福

祉センター

神戸市中央区中山手通６丁目１番４０号

山の手ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　松原　正好

神戸市立山手地域福

祉センター



４９５７ 令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

神戸市兵庫区浜山通１丁目１番５号

和田岬ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　北本　博美

神戸市立和田岬地域

福祉センター

神戸市兵庫区松本通５丁目２番６号

川池ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　木下　文夫

神戸市立川池地域福

祉センター

神戸市兵庫区大同町２丁目２番８号

湊山ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　渡邊　攝子

神戸市立湊山地域福

祉センター

神戸市兵庫区菊水町１０丁目１２番地の１

ひよどりふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　三住　重雄

神戸市立ひよどり地

域福祉センター

神戸市兵庫区御崎町１丁目２番４号

浜山ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　柳田　将美

神戸市立浜山地域福

祉センター

神戸市兵庫区中道通４丁目２番８号

中道ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　岩佐　光一朗

神戸市立中道地域福

祉センター

神戸市兵庫区鵯越町１番２０号

熊野地域ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　井上　文雄

神戸市立熊野地域福

祉センター

神戸市兵庫区菊水町２丁目１番２号

菊水校区ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　中井　末治

神戸市立菊水地域福

祉センター

神戸市兵庫区須佐野通４丁目１番４３号

明親校区ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　神﨑　雄康

神戸市立明親地域福

祉センター

神戸市兵庫区湊川町７丁目６番５号

夢野地区ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　吾妻　義信

神戸市立夢野地区地

域福祉センター

神戸市兵庫区駅前通３丁目２番２６号

水木ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　武田　敏雄

神戸市立水木地域福

祉センター

神戸市兵庫区荒田町２丁目１９番１号

荒田地区ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　川戸　隆

神戸市立荒田地域福

祉センター
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神戸市兵庫区永沢町４丁目４番２８号

兵庫大開ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　斉藤　艶子

神戸市立兵庫大開地

域福祉センター

神戸市北区鈴蘭台北町４丁目９番９号

小部ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　木下　 嗣

神戸市立小部地域福

祉センター

神戸市北区有馬町字中ノ畑２４１番地の３

有馬ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　吉田　佳展

神戸市立有馬地域福

祉センター

神戸市北区花山東町３番３号

花山ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　向井　峯子

神戸市立花山地域福

祉センター

神戸市北区有野台２丁目１番地

有野台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　西田　香代子

神戸市立有野台地域

福祉センター

神戸市北区大沢町中大沢字泓９９６番地の１

大沢ふれあいのまちづくり協議会

　　　代表者　大家　重明

神戸市立大沢地域福

祉センター

神戸市北区泉台３丁目１３番地の１

泉台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　川瀨　愃久

神戸市立泉台地域福

祉センター

神戸市北区君影町１丁目２番１０号

君影ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　村木　満里子

神戸市立君影地域福

祉センター

神戸市北区鈴蘭台東町６丁目２番６号

小部東ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　小川　栁太

神戸市立小部東地域

福祉センター

神戸市北区唐櫃台３丁目２７番１号

唐櫃ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　髙田　和美

神戸市立唐櫃地域福

祉センター

神戸市北区鈴蘭台南町２丁目１４番２４号

鈴蘭台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　柴田　國

神戸市立鈴蘭台地域

福祉センター

神戸市北区長尾町上津字大江ノ前１９４番地の１

長尾ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　三谷　恭三

神戸市立長尾地域福

祉センター
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神戸市北区筑紫が丘３丁目２番地の９

筑紫が丘ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　小林　澄夫

神戸市立筑紫が丘地

域福祉センター

神戸市北区緑町４丁目６番３号

箕谷ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　宮島　俊治

神戸市立箕谷地域福

祉センター

神戸市北区淡河町萩原３２３

淡河ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　辻﨑　まさゑ

神戸市立淡河地域福

祉センター

神戸市北区南五葉５丁目１番１号

南五葉ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　福井　俊夫

神戸市立南五葉地域

福祉センター

神戸市北区藤原台中町７丁目１４番１６号

藤原台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　市橋　祐子

神戸市立藤原台地域

福祉センター

神戸市北区有野中町２丁目２０番１９号

有野ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　岡田　幹男

神戸市立有野地域福

祉センター

神戸市北区甲栄台２丁目２番２０号

桜の宮ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　甲斐　誠三

神戸市立桜の宮地域

福祉センター

神戸市北区東大池２丁目３番１３号

大池ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　前川　和子

神戸市立大池地域福

祉センター

神戸市北区道場町塩田字西川原１４３９番地の３

道場ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　木元　賢三

神戸市立道場地域福

祉センター

神戸市北区八多町附物３９３番地の１

八多ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　岡田　孝久

神戸市立八多地域福

祉センター

神戸市北区北五葉３丁目７番１号

北五葉ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　辻村　勇

神戸市立北五葉地域

福祉センター

神戸市北区有野台６丁目２２番地の１

有野台第２ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　渡邉　光俊

神戸市立有野台第２

地域福祉センター



令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９６０

神戸市北区山田町福地字ガケノ上１８番地の３

山田ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　新田　嘉己

神戸市立山田地域福

祉センター

神戸市北区ひよどり台３丁目８番地

ひよどり台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　南　亀次郎

神戸市立ひよどり台

地域福祉センター

神戸市北区鳴子２丁目１１番地の１

星和台鳴子ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　中野　章

神戸市立星和台鳴子

地域福祉センター

神戸市北区鹿の子台北町６丁目３４番３号

鹿の子台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　山谷　博基

神戸市立鹿の子台地

域福祉センター

神戸市北区淡河町野瀬字新田４５９番地の２

上淡河ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　石野　吉信

神戸市立上淡河地域

福祉センター

神戸市北区小倉台２丁目１５番地の３

広陵町・小倉台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　細川　卓司

神戸市立広陵地域福

祉センター

神戸市北区谷上西町７番３号

谷上ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　酒井　利春

神戸市立谷上地域福

祉センター

神戸市北区大原３丁目２１番地

大原・桂木ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　柏尾　政和

神戸市立大原桂木地

域福祉センター

神戸市北区緑町２丁目７番２８号

甲緑ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　髙尾　ひろ子

神戸市立甲緑地域福

祉センター

神戸市北区菖蒲が丘１丁目１４番地の３

北神星和台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　宮後　弘満

神戸市立西山地域福

祉センター

神戸市北区山田町藍那字下ノ町７７番地の８

藍那小河ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　横山　稔

神戸市立藍那小河地

域福祉センター

神戸市北区緑町４丁目６番３号

箕谷ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　宮島　俊治

神戸市立箕谷地域福

祉センター分館



４９６１ 令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

神戸市長田区重池町２丁目３番５号

重池ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　中橋　勲

神戸市立重池地域福

祉センター

神戸市長田区高取山町１丁目２番３号

高取山ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　山口　弘美

神戸市立高取山地域

福祉センター

神戸市長田区御蔵通４丁目５番地の１

みすがふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　松山　朝一

神戸市立みすが地域

福祉センター

神戸市長田区東尻池町１丁目１４番４号

志里池ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　岩木　照一

神戸市立志里池地域

福祉センター

神戸市長田区大日丘町３丁目８番１０号

大日丘ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　福井　和佳子

神戸市立大日丘地域

福祉センター

神戸市長田区長田町２丁目２番１－５０１号

宮川ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　藤本　照代

神戸市立宮川地域福

祉センター

神戸市長田区六番町２丁目７番地の１

会陽ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　河原　良則

神戸市立会陽地域福

祉センター

神戸市長田区久保町３丁目９番６号

真陽ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　山本　豊久

神戸市立真陽地域福

祉センター

神戸市長田区北町３丁目４番地の１

北町ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　清村　豊

神戸市立北町地域福

祉センター

神戸市長田区西山町２丁目４番１号

長田ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　河野　富佐枝

神戸市立長田地域福

祉センター

神戸市長田区若松町８丁目２番１３号

若松ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　城本　直良

神戸市立若松地域福

祉センター

神戸市長田区細田町７丁目１番３０号

細田ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　山口　雅史

神戸市立細田地域福

祉センター



令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９６２

神戸市長田区庄山町２丁目１番６号

長田庄山ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　柏木　久雄

神戸市立長田庄山地

域福祉センター

神戸市長田区東尻池町６丁目３番１９号

真野ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　尼子　正子

神戸市立真野地域福

祉センター

神戸市長田区四番町４丁目５４番地

番町地区ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　梁田　明彦

神戸市立長田東地域

福祉センター

神戸市長田区丸山町２丁目３番５０号

丸山ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　久茂田　元雄

神戸市立丸山地域福

祉センター

神戸市長田区蓮宮通４丁目１１番地

池田ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　牟田　正行

神戸市立池田地域福

祉センター

神戸市長田区海運町７丁目１番２３号

長楽ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　大路　基晴

神戸市立長楽地域福

祉センター

神戸市長田区房王寺町４丁目７番１５号

名倉ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　植野　久仁子

神戸市立名倉地域福

祉センター

神戸市長田区二葉町６丁目５番１号

二葉ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　浦井　清五

神戸市立二葉地域福

祉センター

神戸市須磨区高倉台４丁目１番４号

高倉台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　玉森　たりほ

神戸市立高倉台地域

福祉センター

神戸市須磨区松風町５丁目２番１号

南須磨ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　安井　兼幸

神戸市立南須磨地域

福祉センター

神戸市須磨区多井畑字筋替道２１番地の３

多井畑ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　増井　良夫

神戸市立多井畑地域

福祉センター

神戸市須磨区神の谷５丁目２番１号

神の谷ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　田中　ひとみ

神戸市立神の谷地域

福祉センター



４９６３ 令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

神戸市須磨区千守町１丁目１番２０号

須磨の浦ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　内橋　幹夫

神戸市立須磨の浦地

域福祉センター

神戸市須磨区西落合５丁目１３番２０号

西落合ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　山本　賀一

神戸市立西落合地域

福祉センター

神戸市須磨区白川台７丁目３番地の８

白川台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　森　計夫

神戸市立白川台地域

福祉センター

神戸市須磨区菅の台４丁目５番地

菅の台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　福田　豊

神戸市立菅の台地域

福祉センター

神戸市須磨区禅昌寺町２丁目１番５号

板宿ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　紀田　勇夫

神戸市立板宿地域福

祉センター

神戸市須磨区竜が台５丁目２０番地

竜が台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　合田　晴雄

神戸市立竜が台地域

福祉センター

神戸市須磨区妙法寺字桜ノ界地１０６番地の１

妙法寺ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　吉岡　保久

神戸市立妙法寺地域

福祉センター

神戸市須磨区北落合３丁目２番１号

松尾ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　水野　仁志

神戸市立松尾地域福

祉センター

神戸市須磨区横尾２丁目１番地の１

横尾ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　椿原　康正

神戸市立横尾地域福

祉センター

神戸市須磨区東落合３丁目３３番１２号

東落合ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　谷　光弘

神戸市立東落合地域

福祉センター

神戸市須磨区南落合３丁目１１番２号

南落合ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　加藤　彦志

神戸市立南落合地域

福祉センター

神戸市須磨区大黒町２丁目２番１２号

大黒ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　永井　信夫

神戸市立大黒地域福

祉センター



令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９６４

神戸市須磨区若木町３丁目５番９号

東須磨ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　堀　幸二

神戸市立東須磨地域

福祉センター

神戸市須磨区若草町３丁目１４番地の９

若草ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　永野　知己

神戸市立若草地域福

祉センター

神戸市須磨区中落合１丁目１番２５号

花谷ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　坂本　一昭

神戸市立花谷地域福

祉センター

神戸市須磨区離宮前町２丁目７番２４号

北須磨ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　黒田　眞知子

神戸市立北須磨地域

福祉センター

神戸市垂水区桃山台３丁目２５番地

桃山台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　林　肇英

神戸市立桃山台地域

福祉センター

神戸市垂水区五色山４丁目１５番８号

霞ヶ丘ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　松下　貞夫

神戸市立霞ヶ丘地域

福祉センター

神戸市垂水区塩屋町４丁目３番９号

塩屋ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　児島　文子

神戸市立塩屋地域福

祉センター

神戸市垂水区つつじが丘４丁目６番地の７

つつじが丘ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　小寺　俊彦

神戸市立つつじが丘

地域福祉センター

神戸市垂水区坂上５丁目１番２号

高丸ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　中道　八重子

神戸市立高丸地域福

祉センター

神戸市垂水区南多聞台１丁目８番８号

神陵台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　小林　昌夫

神戸市立神陵台地域

福祉センター

神戸市垂水区西舞子７丁目３０番１号

舞子ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　川﨑　聰和

神戸市立舞子地域福

祉センター

神戸市垂水区学が丘４丁目３番７号

多聞東ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　奥井　敏彦

神戸市立多聞東地域

福祉センター



４９６５ 令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

神戸市垂水区千鳥が丘３丁目２０番１５号

上高丸ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　藤原　史生

神戸市立上高丸地域

福祉センター

神戸市垂水区高丸６丁目３番１号

西高丸ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　小西　金光

神戸市立西高丸地域

福祉センター

神戸市垂水区平磯１丁目２番５号

垂水ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　濱田　純一

神戸市立垂水地域福

祉センター

神戸市垂水区学が丘７丁目１番２９号

小束山ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　大田　則明

神戸市立小束山地域

福祉センター

神戸市垂水区狩口台２丁目３１番１号

狩口台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　松原　要

神戸市立狩口台地域

福祉センター

神戸市垂水区王居殿２丁目５番２５号

東垂水ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　西澤　千代子

神戸市立東垂水地域

福祉センター

神戸市垂水区多聞台４丁目１４番９号

多聞台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　寺島　功

神戸市立多聞台地域

福祉センター

神戸市垂水区本多聞６丁目８番１２号

多聞南ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　垣内　秀敏

神戸市立多聞南地域

福祉センター

神戸市垂水区本多聞４丁目１番２号

本多聞ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　 﨑　幸子

神戸市立本多聞地域

福祉センター

神戸市垂水区旭が丘３丁目１２番３号

千代が丘ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　妻木　陽子

神戸市立千代が丘地

域福祉センター

神戸市垂水区本多聞１丁目５番４号

西脇ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　松尾　耕治

神戸市立西脇地域福

祉センター

神戸市垂水区星陵台７丁目５番３号

星陵台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　花幡　博

神戸市立星陵台地域

福祉センター



令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９６６

神戸市垂水区名谷町字中坊４８７番地の３

名谷ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　瀧原　敏正

神戸市立名谷地域福

祉センター

神戸市垂水区乙木３丁目３番２号

福田ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　菅田　壽宏

神戸市立福田地域福

祉センター

神戸市垂水区塩屋北町１丁目１１番３号

塩屋北ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　久富　央治

神戸市立塩屋北地域

福祉センター

神戸市垂水区美山台１丁目９番４０号

乙木ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　吹田　徹治

神戸市立乙木地域福

祉センター

神戸市垂水区舞多聞西５丁目１１番５号

舞多聞ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　長内　建佑

神戸市立舞多聞地域

福祉センター

神戸市西区神出町田井字長原３４番地の２

神出ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　前渕　芳信

神戸市立神出地域福

祉センター

神戸市西区学園西町５丁目２番地の３

学園西町ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　小林　英彦

神戸市立学園西町地

域福祉センター

神戸市西区押部谷町高和字大坪７７４番地

高和ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　光冨　吉友

神戸市立高和地域福

祉センター

神戸市西区春日台４丁目５番地

春日台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　宮本　治

神戸市立春日台地域

福祉センター

神戸市西区糀台３丁目３２番地の６

糀台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　宮崎　正和

神戸市立糀台地域福

祉センター

神戸市西区枝吉４丁目４８番地の４

枝吉校区ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　石山　康弘

神戸市立枝吉地域福

祉センター

神戸市西区平野町宮前字上松１４８番地

平野ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　飯田　健次郎

神戸市立平野地域福

祉センター



４９６７ 令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

神戸市西区狩場台３丁目６番地の２

狩場台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　朝枝　健明

神戸市立狩場台地域

福祉センター

神戸市西区竹の台２丁目２０番地の１

竹の台地域委員会

　　代表者　森川　賢子

神戸市立竹の台地域

福祉センター

神戸市西区北山台３丁目２６番１号

北山ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　茶谷　道男

神戸市立北山地域福

祉センター

神戸市西区学園東町５丁目４番地

学園東町ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　住吉　康夫

神戸市立学園東地域

福祉センター

神戸市西区岩岡町岩岡字西場９２２番地の１

岩岡第１ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　浅岡　康敏

神戸市立岩岡第１地

域福祉センター

神戸市西区樫野台５丁目４番地の２

樫野台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　傳田　雅明

神戸市立樫野台地域

福祉センター

神戸市西区美賀多台３丁目１３番地の４

美賀多台ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　辻村　英達

神戸市立美賀多台地

域福祉センター

神戸市西区玉津町出合字古瀬２０４番地の４

玉津ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　井上　慶三

神戸市立玉津地域福

祉センター

神戸市西区桜が丘東町１丁目３番地の１

桜が丘ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　納見　年子

神戸市立桜が丘地域

福祉センター

神戸市西区竜が岡２丁目１５番地の１２

岩岡第２ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　池田　眞二

神戸市立岩岡第２地

域福祉センター

神戸市西区櫨谷町長谷字佃井ノ上７５番地

櫨谷ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　後藤　茂

神戸市立櫨谷地域福

祉センター

神戸市西区王塚台５丁目７３番地

出合ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　足立　芳郎

神戸市立出合地域福

祉センター



―――――――――――――――――

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９６８

神戸市西区月が丘５丁目１番地の１２

月が丘ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　福永　君江

神戸市立月が丘地域

福祉センター

神戸市西区井吹台東町４丁目２１番地の２

井吹東ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　坂本　津留代

神戸市立井吹東地域

福祉センター

神戸市西区井吹台西町４丁目４番地

井吹西ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　古川　彰俊

神戸市立井吹西地域

福祉センター

神戸市西区玉津町高津橋字澤町１８８番地

高津橋ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　塚口　研一

神戸市立高津橋地域

福祉センター

神戸市西区押部谷町西盛字老ノ本３１３番地

押部谷ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　上田　正義

神戸市立押部谷地域

福祉センター

神戸市西区伊川谷町有瀬字金井場１１３７番地の３０

有瀬ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　桃尾　行男

神戸市立有瀬地域福

祉センター

神戸市西区伊川谷町別府字セシゲ１３３７番地の１

伊川谷ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　山本　茂樹

神戸市立伊川谷地域

福祉センター

神戸市西区伊川谷町有瀬字栗林６０３番地の２

長坂ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　久保　晶一

神戸市立長坂地域福

祉センター

神戸市西区前開南町２丁目１番２０号

太山寺ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　北野　信二

神戸市立太山寺地域

福祉センター

神戸市西区井吹台北町２丁目１７番地の７

井吹北ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　松下　喜亮

神戸市立井吹北地域

福祉センター

神戸市西区秋葉台２丁目１番地の１３３

押部谷東ふれあいのまちづくり協議会

　　代表者　世良　英雄

神戸市立押部谷東地

域福祉センター



４９６９

神戸市告示第７９６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３月２日

     神戸市長　久　元　喜　造

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

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

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　西神保管所及び学園都市保管所

　　　（ア）火曜日・木曜日　午後３時から午後７時まで。

　　　（イ）土曜日　午後１時から午後５時まで。

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

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

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８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３年１月７日台１自転車
西神中央駅周辺内

自転車等放置禁止区域

西区高 台６丁目

西神保管所

電話　９９２－３７６３

令和３年１月１４日台２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

令和３年１月２１日台５自転車
西神南駅周辺内

自転車等放置禁止区域

令和３年１月２６日台１自転車
西神中央駅周辺内

自転車等放置禁止区域

令和３年１月２８日台２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



神戸市告示第７９７号

　瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の規定による特定施設

の設置の許可の申請があったので，同条第４項の規定により，その概要を次のとおり告示する。

なお，当該特定施設の設置による環境への影響についての調査に基づく事前評価に関する事項

を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

　　令和３年３月２日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　申請の概要

　⑴　申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　　名　称　昭和産業株式会社

　　　住　所　東京都千代田区内神田２丁目２番１号

　　　代表者　代表取締役社長　新妻　一彦

　　　代理人　神戸工場　工場長　永井　俊彦

　⑵　工場又は事業場の名称及び所在地

　　　名　称　昭和産業株式会社　神戸工場

　　　所在地　神戸市東灘区御影浜町５番地

　⑶　特定施設に関する事項

　　ア　特定施設の種類

 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１

 第１２号　動植物油脂製造業の用に供する施設であって，次に掲げるもの

 　　ニ　分離施設

　　イ　特定施設の概要

　　※事業場全体における排出水の汚染状態及び量は変更なし

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９７０

遠心分離機種　　類

第１２号　ニ　分離施設特定施設番号

大豆，菜種原油処理量

３００ｔ／日
能　　力

１基基　　数

令和３年４月２７日工事着手予定年月日

令和３年５月９日工事完成予定年月日

令和３年５月１１日使用開始予定年月日

連続使用

２４時間

変動はなし（夏季に定期整備のため

２～３週間停止）

使用時間間隔及び

１日当たりの使用時間

並びに季節的変動の概要

遠心分離機内で油と分離された水を含む重

質成分は全量を連産品ないし廃棄物として

系外のタンクに回収するため，排水はない

備考



４９７１

　⑷　汚水等の処理に関する事項

　　　変更なし

　⑸　排水口に関する事項

　　　変更なし

２　縦覧の期間及び場所

　⑴　期間　令和３年３月２日から令和３年３月２３日

　⑵　場所　神戸市環境局環境保全部環境保全指導課

  公     告  

神戸市公告第１１９０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２月１２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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

名谷駅東住宅外壁改修他工事工 事 名

神戸市須磨区中落合１丁目２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１１月３０日完成期限

平成８年度建設　共同住宅　３棟　及び　付属棟

２５０号棟：ＷＲＰＣ造　７階建　９０戸　延床面積　５，００３㎡

２５１号棟：ＷＲＰＣ造　１４階建　１１２戸　延床面積　８，０７７㎡

２５２号棟：ＷＲＰＣ造　９階建　８３戸　延床面積　５，７４８㎡

集会所棟：ＲＣ造　平屋建　１棟　延床面積　１１５㎡

設備棟：ＲＣ造　平屋建　１棟　延床面積　９７㎡

自転車置場棟：Ｓ造　平屋建　１５棟　延床面積　１４１㎡

⑴防水改修工事　１式，⑵屋根改修工事　１式，⑶外壁改修工事　１式，

⑷塗装改修工事　１式，⑸雑改修工事　１式，⑹屋外付帯施設改修工事　１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可



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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９７２

建築一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

　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２月１２日（金）～２月２６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３月１日（月）午前９時～午後８時日　　時



４９７３

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１１９１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２月１２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

令和３年３月３日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方　　法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

八幡住宅２・３号棟耐震改修及び外壁改修工事工 事 名

神戸市灘区八幡町２丁目工事場所

第２日目　令和３年３月２日（火）午前９時～午後３時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方　　法



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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９７４

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級　

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

　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

その他

令和４年２月２８日完成期限

昭和４３年建設　ＲＣ造５階建　共同住宅（５５戸）　延床面積　２，２６４㎡

耐震改修工事　１式

閉塞住戸（７戸）への鉄骨ブレース補強（１２構面），耐震スリット（４７箇所）

外壁改修工事　１式

上記に伴う設備改修工事　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



４９７５

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

　合には「受付最終日」と読み替えること。

令和３年２月１２日（金）～２月２６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３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３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。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３月３日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１９２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２月１２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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９７６

単独企業形態

機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　下水道法上の終末処理場の沈殿池において，チェーンフライト式汚泥

かき寄せ機（合成樹脂製）を新設又は更新する工事を元請として平成１７

年度以降に完成させた実績があること。

　ただし，補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

施工実績

⑴　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。

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

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

西部処理場　２系１・２号最終沈殿池汚泥かき寄せ機機械設備工事工 事 名

神戸市長田区南駒栄町１－４４　西部処理場内工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和４年１月２８日完成期限

本工事は，西部処理場内の２系最終沈殿池設備の改築更新を行うものである。

２系１・２号最終沈殿池汚泥かき寄せ機機械設備工　１式
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。ただし，前払金

の請求は，令和３年４月１日以降に行うこと。
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



４９７７

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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８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。

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，⑴⑵⑶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２月１２日（金）～２月２６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３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３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。なお，「内訳書」の提出については

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１１９３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２月１２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９７８

入札説明書等によります。

令和３年３月３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

有野六甲線道路防災対策工事（１１・１３工区）工 事 名

神戸市北区有野町唐櫃工事場所

令和３年１２月２８日完成期限

落石防護柵工１式，ポケット式落石防護網１式，

ロープ伏工１式，高エネルギー吸収型落石防護柵１式
工事概要

初年度は前払金を支払わない。翌年度に，請負金額の４割以内（中間前払金は前 払 金



４９７９

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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「法面処理」を登録業

種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

　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

２割以内）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



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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９８０

令和３年２月１２日（水）～２月２６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３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３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。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３月３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



４９８１

神戸市公告第１１９４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２月１２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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

有野六甲線道路防災対策工事（１６・１７工区）工 事 名

神戸市北区有野町唐櫃工事場所

令和３年７月３１日完成期限

１６工区　コンクリート吹付工　Ａ＝４１㎡，鉄筋挿入工　１７箇所，

１７工区　コンクリート吹付工　Ａ＝４４㎡，鉄筋挿入工　２１箇所
工事概要

初年度は前払金を支払わない。翌年度に，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　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

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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９８２

　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

　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２月１２日（金）～２月１９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２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５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２６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



４９８３

　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１１９５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２月１２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

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

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８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

神戸複合産業団地他防災工事（単価契約）工 事 名

神戸市西区見津が丘他工事場所

令和４年３月３１日完成期限

神戸複合産業団地他における防災等の工事工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること（希望順位は問わない）。
登録業種

土木Ａ，Ｂ又はＣ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。
その他



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

　　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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９８４

令和３年２月１２日（金）～２月１９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２月２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５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２６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



４９８５

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１９６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２月１２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

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

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

令和３年度臨海整備事務所管内道路等管理工事（単価契約）工 事 名

神戸市内（臨海整備事務所管内：ＰＩ，ＰＩ２期，ＲＩ，神戸空港，西部工区，

東部工区他）
工事場所

令和４年３月３１日完成期限

臨海整備事務所管内各所における道路，排水路，安全施設等の維持補修工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ｂ，Ｃ又はＤ等級

土木一般の総合点数が７３０点以上

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　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。
その他



６　入札の日時及び方法　

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

 

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９８６

令和３年２月１２日（金）～２月１９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２月２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５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２６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



４９８７

神戸市公告第１１９７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２月１２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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

兵庫ふ頭擁壁設置その他整備工事工 事 名

神戸市兵庫区築地町工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和４年３月２５日　完成期限

擁壁設置Ｌ＝２，０５６ｍ，道路改修Ｌ＝２５ｍ，フラップゲート設置　２５箇所工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

この入札は，簡易型（実績確認型）総合評価落札方式を適用し，開札後に入札

参加資格の審査を行う。
そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　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。

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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９８８

　・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

　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２月１２日（金）～２月２６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３月１日（月）午前９時～午後８時

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

原則，契約監理課への郵送による。方 法



４９８９

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）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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

令和３年３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３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１１９８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２月１２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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９９０

①有馬口トンネル現道取付工事

②神戸三田線（有馬口トンネル前）整備事業に伴う汚水管布設工事

      　　　　＜合併入札＞

工 事 名

①②神戸市北区有野町唐櫃工事場所

①令和４年９月３０日

②令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和４年２月２８日
完成期限

①西側　Ｌ＝３１７ｍ，東側　Ｌ＝２９０ｍ，トンネル坑内　Ｌ＝６３９ｍ，

　擁壁工　一式，排水構造物工　一式，防護柵工　一式，

　舗装工　一式，撤去工　一式，内装塗装　一式，付帯工事　一式，

　仮設工事　一式

②管きょ工（開削）　Ｋ１φ２００　Ｌ＝７７．００ｍ，Ｋ１φ２５０　Ｌ＝５３．３５ｍ

　既設管撤去工　　　Ｋ１φ２５０　Ｌ＝１４２．８３ｍ

　マンホール工　一式，取付管およびます工　一式，付帯工　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

神戸市水道公告第１２８号と合併入札とする。

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

その他



４９９１

３　総合評価に関する事項

４　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

７　入札の日時及び方法

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，開札予定日において施工

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

※　なお，⑵⑶⑷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２月１２日（金）～２月２６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３月１日（月）午前９時～午後８時日 時



８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

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

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

　最も高い者を落札候補者とする。

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

　補者を決定する。

１１　入札保証金

　　神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）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。

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９９２

第２日目　令和３年３月２日（火）午前９時～午後３時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。

方 法

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

原則，契約監理課への郵送による。方 法

令和３年３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３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



４９９３

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１１９９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２月１２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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８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

東白川台地区段差解消工事（その２）工 事 名

神戸市須磨区東白川台３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８月３１日完成期限

工事箇所　交差点Ｎ＝４箇所，　土工　一式，　歩道舗装工　２１６㎡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

土木に係る建設業の許可建設業の許可

土木Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において，有効な神戸市工

事請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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。

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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９９４

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

　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２月１２日（金）～２月１９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２月２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５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２６日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

方 法



４９９５

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１２００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２月１２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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

令和３年度　河川管理施設点検補修単価契約工事（その１）工 事 名

東部・中部・北建設事務所管内一円工事場所

令和４年３月３１日完成期限

管内各所における河川の点検結果補修等工事工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」



３　入札に必要な書類を示す場所

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

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

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９９６

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ｂ，Ｃ，Ｄのいずれか等級

土木一般の総合点数が７３０点以上

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　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　令和３年２月１２日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　令和３年度　河川管理施設点検補修単価契約工事（その２）

その他

令和３年２月１２日（金）～２月１９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２月２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５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２６日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　「保留通知書」

方 法



４９９７

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１２０１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２月１２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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８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

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　「取止め通知書」

令和３年度　河川管理施設点検補修単価契約工事（その２）工 事 名

西部・垂水・西建設事務所管内一円工事場所

令和４年３月３１日完成期限

管内各所における河川の点検結果補修等工事工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可



３　入札に必要な書類を示す場所

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

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

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ４９９８

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ｂ，Ｃ，Ｄのいずれか等級

土木一般の総合点数が７３０点以上

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　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　令和３年２月１２日付で公告する単価契約工事のうち，次に掲げる工

　事については重複して申請できないものとし，これに反し重複して申

　請があった場合は，重複した全ての工事の入札を無効とする。

　　令和３年度　河川管理施設点検補修単価契約工事（その１）

その他

令和３年２月１２日（金）～２月１９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２月２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５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２６日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　「保留通知書」

方 法



４９９９

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１２０２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２月１２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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８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

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　「取止め通知書」

ネットフェンス新設・撤去工事（単価契約）工 事 名

神戸市全区工事場所

令和４年３月３１日完成期限

ネットフェンスの新設工事及び新設工事に伴う撤去工事工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

とび・土工工事業又は鋼構造物工事業に係る建設業の許可建設業の許可



３　入札に必要な書類を示す場所

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

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

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０００

令和３年２月１２日（金）～２月１９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２月２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５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２６日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

令和２・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」又は「鋼構造物」を登録していること。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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。
その他



５００１

　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１２０３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２月１２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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８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

須磨地区海岸整備照明設備工事その５工 事 名

神戸市須磨区須磨浦通１～４丁目工事場所

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

本工事は須磨地区海岸整備工事その５に伴う，照明設備を設置する工事一式と

する。
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

電気工事業に係る建設業の許可建設業の許可

電気一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５００２

　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

　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２月１２日（金）～２月１９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２月２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５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２６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方 法



５００３

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１２０４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２月１６日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市東灘区御影山手４丁目１８２番１，１８２番４の内１工区

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市中央区磯辺通４丁目２番２２号

　　　大和ハウス工業株式会社　神戸支社

　　　支配人　三浦　洋一

３　許可番号

　　令和元年７月３１日　　　第 ６９７１ 号

　　（変更許可　令和２年８月２６日　　第 １３９５ 号）

―――――――――――――――――

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



神戸市公告第１２０５号

　農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１項の規定に基づき，次

に掲げる土地につき農業振興地域の整備に関する法律施行令（昭和４４年政令第２５４号）第１０条

第１項に規定する神戸農業振興地域整備計画に係る軽微な変更をしたので，同法第１３条第４項

において準用する同法第１２条第１項の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年２月１６日

    神戸市　　　　　　　　　　　　　

    代表者　神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２０８号

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

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

定により，次の通り公告します。

　　令和３年２月１７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

　　神戸市自立支援医療レセプト点検等業務

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次の⑴～⑷の要件をすべて満たす法人に限り入札に参加することができます。

　⑴　令和２・３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札への参加申請受付期間の最終日から落札決定の日までの間に，神戸市指名停止基準

　　要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受けていないこと。

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

　　開始の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　プライバシーマークを取得していること。

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５００４

変更内容
土　　地　　の　　表　　示

面積地番字町区市

農用地区域から除外

する
２４１㎡６番向井押部谷町押部西神戸

農用地区域から除外

する
９５８㎡７番向井押部谷町押部西神戸

農業用施設用地に用

途区分を変更する
４７２㎡４９１６番瀧ケ谷神出町宝勢西神戸

農業用施設用地に用

途区分を変更する
２３９㎡２４６６番廣谷岩岡町古郷西神戸



５００５

３　入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市中央区東町１１３番地１（郵便番号　６５０－００３１）

　　大神ビル７階

　　神戸市福祉局障害者支援課（以下「障害者支援課」という。）

　　電話番号　０７８－３２２－６３５２

４　入札の参加に関する説明書の交付期間，交付場所及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　令和３年２月１７日（水）から令和３年２月２４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を除く。）午前９時か

　　ら午後５時３０分まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　交付場所

　　　障害者支援課

　⑶　交付方法

　　　無料交付

５　入札参加申請の日時及び場所

　⑴　入札参加申請の日時

　　　令和３年２月１７日（水）から令和３年２月２４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を除く。）午前９時か

　　ら午後５時３０分まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　入札参加申請の場所

　　　障害者支援課

　⑶　入札参加申請に関する事項

　　　入札への参加は，上記５⑴の期間内に申請をした者に限ります。

６　入札及び開札の日時及び場所

　⑴　入札日時

　　　令和３年３月２日（火）午前１１時から午前１１時１５分

　⑵　開札日時

　　　令和３年３月２日（火）入札締切後，直ちに開札実施

　⑶　入札及び開札の場所

　　　神戸市中央区東町加納町６丁目５番１号

　　　神戸市役所１号館２４階

　　　１２４３会議室

７　入札保証金に関する事項

　　入札保証金は，規則第７条第２号の規定により免除します。

８　入札の無効に関する事項

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

　⑴　開札を欠席したとき。

　⑵　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑶　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑷　入札書に記名及び押印がないとき。

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号



　⑸　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑹　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑺　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

　⑻　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑼　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

　⑽　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　⑾　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

９　その他

　⑴　入札方法

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

　⑵　落札者決定方法

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

　　格のうち，最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

　⑶　契約締結の手続

　　　契約の締結は，令和３年４月１日（水）に行います。

　⑷　入札説明書の内容は，神戸市ホームページで見ることができます。

　　　（https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/business/recruit/20210217_jiritsu.html）

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２０９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２月１７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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５００６

（主）明石神戸宝塚線（カーブ№９３近傍）防災対策工事工 事 名

神戸市灘区六甲山町北六甲工事場所

令和４年２月２８日完成期限

土工一式，撤去工一式，仮設工一式，アンカー工　Ｎ＝１２本，

ロープ伏せ工　Ａ＝４９５㎡，高強度ネット工　Ａ＝３９８㎡，

鉄筋挿入工　Ｌ＝８３８ｍ，舗装工　Ａ＝８０６㎡，区画線工一式

工事概要

初年度は前払金を支払わない。翌年度に，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



５００７

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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「法面処理」を登録業

種としていること（希望順位は問わない）。
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

　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２月１７日（水）～３月２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



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１２１０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２月１７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５００８

第１日目　令和３年３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５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

大和町４丁目地区他汚水管改築更新工事工 事 名



５００９

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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

神戸市灘区大和町４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　φ２５０㎜　Ｌ＝８３７．５０ｍ，　

管きょ工（開削）φ２５０㎜　Ｌ＝６２．７８ｍ，

管きょ工（開削）φ２００㎜　Ｌ＝６２．４１ｍ，

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　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

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し，検査

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０１０

令和３年２月１７日（水）～３月２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３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５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

　　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。



５０１１

　　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１２１１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２月１７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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８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

六甲アイランド道路嵩上げ工事（その１）工 事 名

神戸市東灘区向洋東３丁目工事場所

令和４年３月２５日　完成期限

街渠桝嵩上げ　７１箇所，車道舗装　７，４３０㎡，乗入舗装　５３５㎡，

歩道舗装　３，３００㎡，ヤード舗装　８８２㎡，　ソーラスフェンス　７７ｍ
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等級



３　総合評価に関する事項

４　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０１２

　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。

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

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

その他

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評価基準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法



５０１３

７　入札の日時及び方法

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

１０　落札候補者の決定方法

　　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。

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

令和３年２月１７日（水）～３月２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３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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

第１日目　令和３年３月３日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和３年３月４日（木）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への郵送による。方 法

令和３年３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　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３月１２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



１１　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。

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２１２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２月１７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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０１４

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

六甲アイランド道路嵩上げ工事（その２）工 事 名

神戸市東灘区向洋東３丁目工事場所

令和４年３月２５日　完成期限

街渠桝嵩上げ　８７箇所，車道舗装　１１，９００㎡，乗入舗装　４８０㎡，

歩道舗装　４，８００㎡，ヤード舗装　９０６㎡，　ソーラスフェンス　１４６ｍ
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建設業の許可



５０１５

３　総合評価に関する事項

４　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

　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。

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

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

その他

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評価基準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法



　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

６　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

７　入札の日時及び方法

８　技術資料提出の日時及び方法

９　開札予定日時及び方法

　⑴　入札価格の開札

　⑵　評価値による開札

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。

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０１６

令和３年２月１７日（水）～３月２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３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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

第１日目　令和３年３月３日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和３年３月４日（木）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への郵送による。方 法

令和３年３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　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３月１２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



５０１７

　　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）第７条第２号の規定により免除します。

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２１３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２月１７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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８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

六甲アイランド道路嵩上げ工事（その３）工 事 名

神戸市東灘区向洋東４丁目工事場所

令和４年３月２５日　完成期限

街渠桝嵩上げ　８３箇所，車道舗装　６，４４０㎡，乗入舗装　３９８㎡，

歩道舗装　２，９９０㎡，ヤード舗装　１，３２０㎡，　ＳＯＬＡＳフェンス　３２３ｍ
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



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）

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０１８

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

　式である場合には「評価値による開札予定日」，事前審査型である場

　合には「受付最終日」と読み替えること。

その他

　評価基準として，企業の施工能力等に係る評価項目及びその配点を設定す

る。詳細は入札説明書による。
評価基準

　評価は，標準点（１００点）に入札参加者の企業の施工能力等に係る加算点

を加えた技術評価点を当該入札者の入札価格（消費税相当額を除く。以下同

じ。）で除す次式で得られた評価値により行う。

　評価値＝技術評価点／入札価格×１０，０００，０００（小数点第４位切捨て）

評価の方法



５０１９

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

　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

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

令和３年２月１７日（水）～３月２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３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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

第１日目　令和３年３月３日（水）午前９時～正午，午後１時～午後５時

第２日目　令和３年３月４日（木）午前９時～正午，午後１時～午後３時
日 時

原則，契約監理課への郵送による。方 法

令和３年３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　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３月１２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



　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）第７条第２号の規定により免除します。

１２　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１３　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２１４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２月１７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０２０

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

真陽第二住宅外壁改修他工事工 事 名

神戸市長田区西尻池町５丁目３番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９月３日完成期限

改修建物（平成８年度建設）　ＲＣ造地上９階建　共同住宅１棟　住戸数７９戸

店舗８戸併設　延床面積　約５，５５４㎡

外壁改修工事　１式

防水改修工事　１式

塗装改修工事　１式

その他改修工事　１式

屋外付帯改修工事　１式

共用部照明設備改修工事　１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金



５０２１

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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

　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う事後審査型を適用する。そ の 他



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０２２

令和３年２月１７日（水）～３月２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３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



５０２３

神戸市公告第１２１５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２月１７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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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

その他

夢野住宅１・２号棟外壁改修他工事工 事 名

神戸市兵庫区湊川町６丁目・７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８月３１日完成期限

対象建物

　１号棟：昭和４７年度建設　鉄筋コンクリート造　５階建て　

　　　　　共同住宅１棟（５９戸）　延べ面積約２，５１５㎡

　２号棟：昭和４８年度建設　鉄筋コンクリート造　４階建て　

　　　　　共同住宅１棟（３２戸）　延べ面積約１，５５３㎡

外壁改修工事　　　１式

防水改修工事　　　１式

塗装改修工事　　　１式

屋外付帯改修工事　１式

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０２４

　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

　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２月１７日（水）～３月２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３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５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



５０２５

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１２１６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２月１７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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８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

本庁舎１号館市会本会議場放送設備更新工事工 事 名

神戸市中央区加納町６丁目５－１工事場所

令和３年９月３０日完成期限

本庁舎１号館市会本会議場に設置されている放送設備の更新工事　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

電気通信工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな
建設業の許可

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　「再入札通知書」



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０２６

る場合は，特定建設業許可を要します。

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において，「電気通信」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　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

　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２月１７日（水）～２月２６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



５０２７

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１２１７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２月１７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

第１日目　令和３年３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３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。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３月３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

契約監理課提出場所



２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０２８

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級　

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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，⑵～⑷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

旧東神戸フェリー埠頭管理施設新築工事工 事 名

神戸市東灘区青木１丁目２工事場所

令和３年３月３１日　ただし，予算繰越の上は令和４年３月１５日完成期限

鉄骨造２階建て　延床１，１８１．７３㎡，１棟の新築工事　１式，

上記に伴う屋外付帯工事　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



５０２９

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

令和３年２月１７日（水）～３月２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３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



　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１２１８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２月１７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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０３０

学園東町公園施設改修工事工 事 名

神戸市西区学園東町５丁目１２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１９日完成期限

透水性脱色カラーアスファルト舗装工－２　１，６７０㎡，　

真砂土敷均し工（Ｂ）３１０㎡，二連ブランコ工　１基，スイング遊具工　２基，

複合遊具工　１基，すべり台工　１基，シェルター工　１基他

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

単独企業形態

造園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

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　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

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



５０３１

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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

　　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

　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３月５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方　　法

令和３年２月１７日（水）～３月２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３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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１２１９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２月１７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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０３２

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

神戸大橋高欄補修工事（その３）工 事 名

神戸市中央区（神戸大橋）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９月３０日完成期限

高欄補修工　一式，足場工　一式工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

鋼構造物工事業に係る建設業の許可建設業の許可

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



５０３３

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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

　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。

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　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２月１７日（水）～２月２６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



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１２２０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２月１７日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０３４

令和３年３月３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

摩耶埠頭料金所他１箇所受変電設備他改修工事工 事 名

神戸市灘区摩耶埠頭工事場所

第１日目　令和３年３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３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。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



５０３５

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）

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８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

電気一般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　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

　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５年３月２４日　完成期限

摩耶埠頭料金所他の受変電設備他改修工事他１式工事概要

各会計年度の出来高予定額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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



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

　　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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０３６

令和３年２月１７日（水）～３月２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３月３日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３月４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３月５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
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―――――――――――――――――

神戸市公告第１２２１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２月１７日

     神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称及び調達の種類

　　　ＩＣＴ機器借上【神戸市中学校その２】

　⑵　数量

　　　電子黒板機能付プロジェクタ４３３式等

　⑶　賃貸借場所

　　　神戸市立中学校３１校

　⑷　賃貸借期間

　　　令和３年７月１日から令和１０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・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。
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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３月３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３月３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３月４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３月５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１８日（木）　　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　令和３年３月１９日（金）　　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１９日（金）午前１０時まで（郵便による入札については，令和３年３月１８

　　　日（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

 神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

 神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

 持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　⑴　開札日時

　　　令和３年３月１９日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号　６５０－８５７０）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

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

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

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

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

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

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

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。
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　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３月５日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

　場合は，当該入札に参加することはできません。

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

　時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，１月あたりの単価契約とします。

１７　当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付

　　令和２年７月２９日

１８　Summary

　⑴　Contract Content : Projector lease with electronic blackboard (junior high 

　　school part 2).

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

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

　⑶　Deadline for submitting bids : 10:00 A.M. March 19, 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, Kobe650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２２２号

　令和３年度において，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）の規定が適用される物品等及び特定役務の調達のため締結される契

約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「一般競争入札等」という。）について，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４第１項において読み
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替えて適用する規則第３条の２第１項及び規則第２７条の６第１項において準用する規則第２７条

の４第１項において読み替えて適用する規則第３条の２第１項に規定する一般競争入札等に参

加しようとする者に必要な資格及びその申請方法は，次のとおりとします。

　　令和３年２月１７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　一般競争入札等に参加する者に必要な資格

　⑴　規則第３条第１項に該当する者でないこと。

　⑵　規則第３条第２項に基づく入札参加の資格制限を受け，その期間が満了していない者及

　　びその者を代理人，支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

　⑶　国税（法人税又は所得税及び消費税をいう。）及び地方税について未納の税額がないこ

　　と。

　⑷　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）に基づく雇用保険，健康保険法（大正１１年法律第

　　７０号）に基づく健康保険及び厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金

　　保険に加入していること。ただし，法令により適用除外とされる者を除く。

　⑸　「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱」第５条に該当しないこと。

　⑹　参加資格の認定の申請日（以下「基準日」という。）の前日までにその営業に従事して

　　いること。ただし，中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第

　　１項各号に掲げる中小企業団体にあっては，構成員である組合員が基準日の前日までにそ

　　の営業に従事していること。

　⑺　建設工事の請負に係る競争入札の参加資格を得ようとする者は，基準日の前日までに建

　　設業法（昭和２４年法律第１００号）による建設業の許可を受けていること。

　⑻　建設工事の請負に係る競争入札の参加資格を得ようとする者は，建設業法（昭和２４年法

　　律第１００号）第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査を受けていること。

　⑼　上記⑺に定めるもののほか，法令の規定により，営業許可等を必要とするものについて

　　は，当該許可等を受けていること。

２　一般競争入札等の参加資格の申請の方法

　⑴　申請書の交付

　　ア　交付期間

　　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（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

　　ウ　交付方法

　　　　無償交付

　⑵　申請書の提出

　　ア　提出方法
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　　　　持参又は郵送すること。

　　イ　提出期間　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　　　契　持参による場合は上記期間のうち本市の休日を除く日の午前９時から午後５時まで

　　　　（正午から午後１時までを除く。）とする。

　　　形　郵送による場合は上記期間内に必着のこと。

　　ウ　提出先

　　　　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

　　エ　提出書類

　　　　申請書及び本市の指示する添付書類を併せて提出してください。

　⑶　認定の通知

　　　一般競争入札等に参加する者に必要な資格を有すると認定したときは，規則第３条の２

　　第２項又は規則第１５条において準用する規則第３条の２第２項の規定により書面によって

　　通知します。

３　調達をする物品等及び特定役務の種類

　⑴　燃料

　⑵　建設材料

　⑶　水道局用建設材料

　⑷　機械設備

　⑸　船舶関係

　⑹　車両関係

　⑺　電車関係

　⑻　理化学・分析・計測・医療機器

　⑼　教材・遊具

　⑽　文具・事務機器・インテリア

　⑾　ゴム・繊維

　⑿　家庭用品・雑貨

　⒀　化学薬品・医薬品・衛生材料

　⒁　動物・飼料・食品・植物・園芸

　⒂　印刷・コピー等

　⒃　広報・宣伝

　⒄　建設コンサルタント業務等

　⒅　建設工事に係る役務

　⒆　その他労務供給・請負関係

４　資格の有効期間

　　令和４年３月３１日

５　前項の有効期間満了後の更新手続

　　令和４年２月に必要な資格及びその申請方法について公告を行う予定があるので，その公

　告に基づき申請してください。

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０４２



５０４３

６　問い合わせ先

　　郵便番号　６５０－８５７０　 神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　行財政局契約監理課　　工事契約係（０７８－３２２－５１４７）

　　　　　　　　　　　　　物品契約係（０７８－３２２－５１５９）

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２７２号

　都市公園の区域を変更するので，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３月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　区域を変更する都市公園

　⑴　名称，位置及び区域

　⑵　供用開始の年月日

　　　令和３年３月２日

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２７３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３月２日

     神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市北区有野町有野字芦原３５５４番１，３５５５番８，３５５５番１

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市北区有野中町１丁目１４番１号

　　株式会社エム．ケー．コーポレーション

　　　代表取締役社長　小前　正英

３　許可番号

　　令和２年８月７日　第７０５１号

　　（変更許可　令和３年１月２１日　第１４２８号）

―――――――――――――――――

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

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　　
東灘区住吉台荒神山西公園



神戸市公告第１２７４号

　墓園の適正な管理を行うために，無縁墳墓等について改葬することとしましたので，墓地使

用者等，死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は，本公告掲載の翌日から１

年以内にお申し出ください。

　なお，期日までにお申し出のない場合は，無縁仏として改葬することになりますのでご承知

ください。

　　令和３年３月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造

１　墳墓等所在地

　　神戸市北区山田町下谷上字中一里山１２番１

２　墳墓等の名称

　　神戸市立鵯越墓園

３　死亡者の本籍及び氏名

　　本籍は全て不詳

　　小川つね・浜野徳介・浜野久・浜野精一・浜野ことめ・小川茂助・小川ひで・鷹津冬蔵・

　　鷹津タクヱ・鷹津洋子・鷹津五郎・山口とめ・山本徳次郎・山本乙代・山本太郎・山本鉄

　　次郎・山本髙治郎・山本濱子・山本米子・山口（１字不詳）め・今岡松造・原田秋雄・浅

　　田伊之助・浅田米吉・浅田はる・浅田千代・林喜三郎・林ミツヱ・林悦子・林正雄・林や

　　す・池田カネ・島崎小三郎・島崎倉男・島崎トメ・島崎淑子・島崎久子・武田清吉・山田

　　やす・藤原とら・藤原松右衛門・藤田ツネ・藤田半七・藤田てる・竹村たみ・竹村義一郎

　　・高橋定次郎・西島藤次郎・西島津満子・西島元治郎・西島チョウ・西島美智代・河野絹

　　次郎・河野哲子・河野艶子・河野利男・河野サタ・谷口谷勇

　　本籍及び氏名全て不詳墓石　４基

４　改葬を行おうとする者　

　　神戸市長　久　元　喜　造

５　事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市健康局斎園管理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

―――――――――――――――――

神戸市公告第１２７５号

　墓園の適正な管理を行うために，無縁墳墓等について改葬することとしましたので，墓地使

用者等，死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は，本公告掲載の翌日から１

年以内にお申し出ください。

　なお，期日までにお申し出のない場合は，無縁仏として改葬することになりますのでご承知

ください。

　　令和３年３月２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造

１　墳墓等所在地

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０４４



５０４５

　　神戸市中央区神戸港地方字堂徳山３番１

２　墳墓等の名称

　　神戸市立追谷墓園

３　死亡者の本籍及び氏名

　　全て不詳

４　改葬を行おうとする者　

　　神戸市長　久　元　喜　造

５　事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市健康局斎園管理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

  区  役  所  

　

神戸市須磨区公告第１３４号

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

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

　　令和３年２月１６日

神戸市須磨区長　片　山　昌　俊　

―――――――――――――――――

神戸市長田区公告第７７号

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

臨時運行許可規則（昭和２８年３月２０日規則第１４号）第５条第３項の規定により公告します。

　　令和３年２月１０日

神戸市長田区長　増　田　　　匡　

　

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

失効年月日番号標に記載された番号

令和３年２月１２日神戸 ７１－２２ 神戸

失効年月日番号標に記録された番号

令和３年２月１０日神戸 ６６－９９ 神戸



  水  道  局  

神戸市水道公告第１２２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２月１２日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０４６

単価契約工事（土工事，管工事他・道路掘削跡復旧工事）東部地区工 事 名

神戸市東灘区，灘区工事場所

令和４年３月３１日完成期限

本工事は，単価契約により土工事・管工事・給水付替工事他・小工事及び路面

復旧等を施工するものである。
工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ａ，Ｂ又はＣ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。
その他

令和３年２月１２日（金）～２月１９日（金）

　土曜，日曜，祝日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後
受付期間



５０４７

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　入札金額に係る単価表の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

　

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１２３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２月１２日

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

８時）

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年２月２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５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２６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



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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０４８

単価契約工事（土工事，管工事他・道路掘削跡復旧工事）中部地区工 事 名

神戸市中央区，兵庫区工事場所

令和４年３月３１日完成期限

本工事は，単価契約により土工事・管工事・給水付替工事他・小工事及び路面

復旧等を施工するものである。
工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ａ，Ｂ又はＣ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。
その他

令和３年２月１２日（金）～２月１９日（金）

　土曜，日曜，祝日を除く，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２月２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５日（木）午前９時～午後３時
日 時



５０４９

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　入札金額に係る単価表の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

　　

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１２４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２月１２日

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

１　入札に付する事項

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

　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２６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

単価契約工事（土工事，管工事他・道路掘削跡復旧工事）西部地区工 事 名

神戸市須磨区，長田区工事場所

令和４年３月３１日完成期限



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。）

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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０５０

本工事は，単価契約により土工事・管工事・給水付替工事他・小工事及び路面

復旧等を施工するものである。
工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ａ，Ｂ又はＣ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。
その他

令和３年２月１２日（金）～２月１９日（金）

　土曜，日曜，祝日を除く，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２月２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５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



５０５１

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１２５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２月１２日

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

１　入札に付する事項

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

令和３年２月２６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

単価契約工事（土工事，管工事他・道路掘削跡復旧工事）垂水地区工 事 名

神戸市垂水区，西区工事場所

令和４年３月３１日完成期限

本工事は，単価契約により土工事・管工事・給水付替工事他・小工事及び路面

復旧等を施工するものである。
工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。
そ の 他



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０５２

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ａ，Ｂ又はＣ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。
その他

令和３年２月２６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２月１２日（金）～２月１９日（金）

　土曜，日曜，祝日を除く，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２月２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５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



５０５３

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　入札金額に係る単価表の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１２６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２月１２日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８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

単価契約工事（土工事，管工事他・道路掘削跡復旧工事）北地区工 事 名

神戸市北区工事場所

令和４年３月３１日完成期限

本工事は，単価契約により土工事・管工事・給水付替工事他・小工事及び路面

復旧等を施工するものである。
工事概要

前払金・中間前払金・部分払いなし前 払 金

この入札は，開札後に入札参加資格の審査を行う事後審査型を適用する。

本工事は代表工種選定方式による単価契約とする。

なお，契約及び着手（予定）日は令和３年４月１日である。

そ の 他

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可建設業の許可



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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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。

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０５４

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木一般」を登録し

ていること。
登録業種

土木Ａ，Ｂ又はＣ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。
その他

令和３年２月２６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２月１２日（金）～２月１９日（金）

　土曜，日曜，祝日を除く，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２月２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５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



５０５５

　⑶　入札金額に係る単価表の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１２７号

　令和３年度において，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）の規定が適用される物品等及び特定役務の調達のため締結される契

約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「一般競争入札等」という。）について，神戸市水

道局契約規程（昭和３９年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第２１条の６第１項

において読み替えて適用する規程第５条第１項及び規程第２１条の８第１項において準用する規

程第２１条の６第１項において読み替えて適用する規程第５条第１項に規定する一般競争入札等

に参加しようとする者に必要な資格及びその申請方法は，次のとおりとします。

　　令和３年２月１７日

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

１　一般競争入札等に参加する者に必要な資格

　⑴　規程第３条第１項に該当する者でないこと。

　⑵　規程第３条第２項に基づく入札参加の資格制限を受け，その期間が満了していない者及

　　びその者を代理人，支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

　⑶　国税（法人税又は所得税及び消費税をいう。）及び地方税について未納の税額がないこ

　　と。

　⑷　雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）に基づく雇用保険，健康保険法（大正１１年法律第

　　７０号）に基づく健康保険及び厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金

　　保険に加入していること。ただし，法令により適用除外とされる者を除く。

　⑸　「神戸市水道局契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱」第５条に該当しないこ

　　と。

　⑹　参加資格の認定の申請日（以下「基準日」という。）の前日までにその営業に従事して

　　いること。ただし，中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第

　　１項各号に掲げる中小企業団体にあっては，構成員である組合員が基準日の前日までにそ

　　の営業に従事していること。

　⑺　建設工事の請負に係る競争入札の参加資格を得ようとする者は，基準日の前日までに建

　　設業法（昭和２４年法律第１００号）による建設業の許可を受けていること。

　⑻　建設工事の請負に係る競争入札の参加資格を得ようとする者は，建設業法（昭和２４年法

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８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



　　律第１００号）第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査を受けていること。

　⑼　上記⑺に定めるもののほか，法令の規定により，営業許可等を必要とするものについて

　　は，当該許可等を受けていること。

２　一般競争入札等の参加資格の申請の方法

　⑴　申請書の交付

　　ア　交付期間

　　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（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

　　ウ　交付方法

　　　　無償交付

　⑵　申請書の提出

　　ア　提出方法

　　　　持参又は郵送すること。

　　イ　提出期間　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　　　契　持参による場合は上記期間のうち本市の休日を除く日の午前９時から午後５時まで 

　　　　（正午から午後１時までを除く。）とする。

　　　形　郵送による場合は上記期間内に必着のこと。

　　ウ　提出先

　　　　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

　　エ　提出書類

　　　　申請書及び本市の指示する添付書類を併せて提出してください。

　⑶　認定の通知

　　　一般競争入札等に参加する者に必要な資格を有すると認定したときは，規程第５条第２

　　項の規定により書面によって通知します。

３　調達をする物品等及び特定役務の種類

　⑴　燃料

　⑵　建設材料

　⑶　水道局用建設材料

　⑷　機械設備

　⑸　船舶関係

　⑹　車両関係

　⑺　電車関係

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０５６



５０５７

　⑻　理化学・分析・計測・医療機器

　⑼　教材・遊具

　⑽　文具・事務機器・インテリア

　⑾　ゴム・繊維

　⑿　家庭用品・雑貨

　⒀　化学薬品・医薬品・衛生材料

　⒁　動物・飼料・食品・植物・園芸

　⒂　印刷・コピー等

　⒃　広報・宣伝

　⒄　建設コンサルタント業務等

　⒅　建設工事に係る役務

　⒆　その他労務供給・請負関係

４　資格の有効期間

　　令和４年３月３１日

５　前項の有効期間満了後の更新手続

　　令和４年２月に必要な資格及びその申請方法について公告を行う予定があるので，その公

　告に基づき申請してください。

６　問い合わせ先

　　郵便番号６５０－８５７０　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　行財政局契約監理課　工事契約係（０７８－３２２－５１４７）

　　　　　　　　　　　　物品契約係（０７８－３２２－５１５９）

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１２８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２月１２日

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

１　入札に付する事項

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

北（有馬口トンネル前）配水管取替工事　　　　　　　　　　　＜合併入札＞工 事 名

神戸市北区有野町唐櫃工事場所

令和４年３月３１日完成期限

管布設延長：φ１００－５．３ｍ，φ１５０－１．９ｍ

管撤去延長：φ７５－８５．８ｍ，φ１５０－１０３．８ｍ
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



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　総合評価に関する事項

４　入札に必要な書類を示す場所

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０５８

　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（消費税相当額を除いた価格。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

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

　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



５０５９

　　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　０７８－３２２－５１４６・7）

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　入札参加資格の審査の申請方法

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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

　令和３年２月１２日（金）～２月２６日（金）

　土曜，日曜，祝日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後

８時）

　紙書類を郵送で提出する場合は，受付期間の最終日時までに契約監理課に到

達しておくこととする。なお，郵送にあっては，必ず郵便書留等の配達の記録

が残るものを利用すること。

　持参による場合は，神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）

第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く，午前９時～正午，午後１時～午

後５時

提出期間

⑴　資本関係・人的関係調書（様式第４号）　＊Ｆ

⑵　配置予定技術者届（様式第６号）　＊Ｊ

※⑴⑵については全て電磁的記録により提出すること。

　※受付期間内に，⑴⑵の提出がない場合は入札を無効とします。

提出書類

契約監理課提出場所

第１日目　令和３年３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３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

ア　持参による場合

　　第１日目　令和３年３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３月２日（火）午前９時～正午，午後１時～午後３時

イ　郵送による場合

　　令和３年３月２日（火）の午後５時までに，本市（本庁舎）に到達する文

　書の直接の窓口である行財政局業務改革課（文書係）に到達していること。

日 時

契約監理課への持参による。若しくは上述の郵送による。方　　法

令和３年３月３日（水）午前１０時３０分を予定日 時



　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，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

　候補者とし，落札を保留します。

１１　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１２９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２月１７日

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

１　入札に付する事項

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０６０

　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３月１０日（木）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



５０６１

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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

鶴甲ポンプ場送水ポンプ制御盤他更新工事工 事 名

神戸市灘区鶴甲１丁目１－５　鶴甲ポンプ場

神戸市灘区鶴甲４丁目５－４　鶴甲特２ポンプ場
工事場所

令和３年９月３０日完成期限

本工事は，鶴甲ポンプ場の鶴甲特２送水ポンプ設備の更新工事（別途工事）に

伴い，関連する送水ポンプ制御設備及び計装設備を更新するもので，必要な機

器を製作し，納入，据付，配線，撤去作業及び試験調整等の全てを含むもので

ある。試験調整等は安定した実動作に至るまでの諸作業を含むものとする。

なお，本工事で製作する送水ポンプ制御盤，機側盤，遠方監視盤，光伝送装置

盤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，ポンプ制御設備（自社で製作したポンプ制御盤

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　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。

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。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０６２

　・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，⑴～⑶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２月１７日（水）～２月２６日（金）

紙書類の提出は，神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第２８号）第２

条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）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３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３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。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３月３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



５０６３

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市水道公告第１３０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２月１７日

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

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８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

工水（港島南町）配水管新設工事工 事 名

神戸市中央区港島南町４～６丁目工事場所

令和３年３月３１日　ただし予算繰越の上は令和３年８月３１日完成期限

管布設延長（工水）：φ７５－３．５ｍ，φ１５０－４９０．０ｍ，φ３００－３．８ｍ

管布設延長（上水）：φ１５０（給）－１．６ｍ

管撤去延長（工水）：φ３００－４．２ｍ

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築の場合は６，０００万円）以上

になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事
等級



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

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０６４

請負入札参加資格における等級をいう。

　水道管開削工事（他都市含めＣＯＲＩＮＳ登録のある工事）を平成２１年

度以降に完成させた施工実績があること。

　また，共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

　ただし，等級が土木Ｂ又はＣのものは施工実績の提出は不要とする。

施工実績

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　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２月１７日（水）～２月２６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



５０６５

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法　

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

　　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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

第１日目　令和３年３月１日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年３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。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３月３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



  交  通  局  

神戸市交通公告第７１号

　事後審査型制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和３年２月１２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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０６６

西神・山手線信号線路設備更新工事その５工 事 名

自：神戸市須磨区横尾１丁目（妙法寺駅）～

至：神戸市長田区松野通１丁目（新長田駅）
工事場所

令和４年３月１１日完成期限

本工事は，インピーダンスボンド２６台の更新及びそれに伴う軌道回路の調整を

行うものである。
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

電気工事業又は電気通信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

　鉄道事業者（私鉄・ＪＲ・公営鉄道）の線路部（軌道部）において，

信号機・電気転てつ機・軌道回路・信号ケーブルの敷設等の信号線路設

備の新設又は更新した工事を元請として，平成１７年度以降に完成させた

施工実績があること。

　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　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。

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

その他



５０６７

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３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

　中（落札決定後契約前である場合も含む。）である場合，次の要件を

　満たしていること。

　・平成２７年４月１日から開札予定日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※なお，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，⑴～⑶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２月１２日（金）～２月１９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）

　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２４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年２月２５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２６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。
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７２号

　令和３年度において，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）の規定が適用される物品等及び特定役務の調達のため締結される契

約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「一般競争入札等」という。）について，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４第１項におい

て読み替えて適用する規程第３条の２第１項及び規程第２７条の６第１項において準用する規程

第２７条の４第１項において読み替えて適用する規程第３条の２第１項に規定する一般競争入札

等に参加しようとする者に必要な資格及びその申請方法は，次のとおりとします。

　　令和３年２月１７日

　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

１　一般競争入札等に参加する者に必要な資格

　⑴　規程第３条第１項に該当する者でないこと。

　⑵　規程第３条第２項に基づく入札参加の資格制限を受け，その期間が満了していない者及

　　びその者を代理人，支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

　⑶　国税（法人税又は所得税及び消費税をいう。）及び地方税について未納の税額がないこ

　　と。

　⑷　雇用保険法（昭和４９年法律第　１１６号）に基づく雇用保険，健康保険法（大正１１年法律

　　第７０号）に基づく健康保険及び厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０６８

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

　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」



５０６９

　　金保険に加入していること。ただし，法令により適用除外とされる者を除く。

　⑸　「神戸市交通局契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱」第５条に該当しないこ

　　と。

　⑹　参加資格の認定の申請日（以下「基準日」という。）の前日までにその営業に従事して

　　いること。ただし，中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第

　　１項各号に掲げる中小企業団体にあっては，構成員である組合員が基準日の前日までにそ

　　の営業に従事していること。

　⑺　建設工事の請負に係る競争入札の参加資格を得ようとする者は，基準日の前日までに建

　　設業法（昭和２４年法律第１００号）による建設業の許可を受けていること。

　⑻　建設工事の請負に係る競争入札の参加資格を得ようとする者は，建設業法（昭和２４年法

　　律第１００号）第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査を受けていること。

　⑼　上記⑺に定めるもののほか，法令の規定により，営業許可等を必要とするものについて

　　は，当該許可等を受けていること。

２　一般競争入札等の参加資格の申請の方法

　⑴　申請書の交付

　　ア　交付期間

　　　　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（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「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

　　ウ　交付方法

　　　　無償交付

　⑵　申請書の提出

　　ア　提出方法

　　　　持参又は郵送すること。

　　イ　提出期間　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　　　契　持参による場合は上記期間のうち本市の休日を除く日の午前９時から午後５時まで

　　　　（正午から午後１時までを除く。）とする。

　　　形　郵送による場合は上記期間内に必着のこと。

　　ウ　提出先

　　　　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

　　エ　提出書類

　　　　申請書及び本市の指示する添付書類を併せて提出してください。

　⑶　認定の通知
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　　　一般競争入札等に参加する者に必要な資格を有すると認定したときは，規程第３条の２

　　第２項又は規程第１５条において準用する規程第３条の２第２項の規定により書面によって

　　通知します。

３　調達をする物品等及び特定役務の種類

　⑴　燃料

　⑵　建設材料

　⑶　水道局用建設材料

　⑷　機械設備

　⑸　船舶関係

　⑹　車両関係

　⑺　電車関係

　⑻　理化学・分析・計測・医療機器

　⑼　教材・遊具

　⑽　文具・事務機器・インテリア

　⑾　ゴム・繊維

　⑿　家庭用品・雑貨

　⒀　化学薬品・医薬品・衛生材料

　⒁　動物・飼料・食品・植物・園芸

　⒂　印刷・コピー等

　⒃　広報・宣伝

　⒄　建設コンサルタント業務等

　⒅　建設工事に係る役務

　⒆　その他労務供給・請負関係

４　資格の有効期間

　　令和４年３月３１日

５　前項の有効期間満了後の更新手続

　　令和４年２月に必要な資格及びその申請方法について公告を行う予定があるので，その公

　告に基づき申請してください。

６　問い合わせ先

　　郵便番号６５０－８５７０　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　行財政局契約監理課　工事契約係（０７８－３２２－５１４７）

　　　　　　　　　　　　物品契約係（０７８－３２２－５１５９）

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第７６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５第２項の規定により，次のとおり

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０７０



５０７１

公告します。

　　令和３年２月１７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　入札方式

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

　り落札者を決定する一般競争入札（以下「総合評価一般競争入札」という。）を行います。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　入札参加者の定義

　　　入札参加者の構成については，次のとおりとします。

　　ア　入札参加者は，市の求める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。）とします。

　　イ　入札参加者は，特定建設工事共同企業体を結成して参加することも可能とします。

　　ウ　入札参加者は，施設運営計画を作成し，事業の統括マネジメントを行う企業（以下 

　　　「運営管理企業」という。），設計を行う企業（以下「設計企業」という。），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します。

　　エ　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します。

　　オ　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，交通局がやむを得

　　　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します。

　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，次のいずれにも該当しない者とします。

　　ア　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）。

　　イ　国税（法人税又は所得税及び消費税をいう。）及び地方税について未納の税額がない
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名谷駅美装化・リニューアル事業委託名

運営計画作成・統括マネジメント業務

設計業務

工事業務

工事監理業務

その他本事業実施に必要な業務

業務内容

名谷駅ビル　神戸市須磨区中落合２丁目１９番

駅ビル北館　神戸市須磨区中落合２丁目７番１

名谷駅前詰所　神戸市須磨区中落合２丁目６番

履行場所

事業契約締結日の翌日から令和６年１１月３０日までとします。履行期間

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。
業務の内容



　　　こと。

　　ウ　「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱」第５条に該当しないこと。

　　エ　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。

　　オ　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。

　　カ　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。

　　キ　民事再生法（平成１１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。

　　ク　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。

　　ケ　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。

　　コ　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，次のとおりです。

　　　　株式会社スペース

　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しま

　　す。なお，複数の要件を満たす者は当該複数業務を実施することができますが，工事業務

　　を行う者が工事監理業務を行う者を兼ねることはできません。

　　ア　運営管理企業

　　　　過去１５年間に，一定規模（２，０００㎡ 以上）の商業施設運営の実績を有していること。

　　イ　設計企業

　　　　過去１５年間に駅施設の元請として設計実績を有している又は同実績を持つ企業若しく

　　　は個人に意見聴取する連携体制を組んでいること。

　　ウ　施工企業

　　　ａ　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。

　　　ｂ　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

 築工事一式」の総合評定点が９００点以上であること。

　　　Ｃ　構成企業のうちの少なくとも１企業は，過去１５年間に駅施設の元請としての施工実

 績を有していること。

　　エ　工事監理企業
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　　　　過去１５年間に駅施設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　５　事業内容」のうち，複数業務を担当できるもの

　　とします。

　⑸　構成企業以外の企業への再委託についての要件

　　　構成企業は，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します。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交通局の承諾を得るものとします。

　　　なお「工事業務」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

　　するものとします。

４　入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市交通局営業推進課（電話番号　０７８－９８４－０１３１）

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　御崎Ｕビル３階

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，入札説明書によります。

６　入札説明書等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４月２３日（金）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３月

　　条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。なお，ホームページからダ

　　ウンロードする場合は，この限りではない。）

　⑵　交付場所

　　ア　直接交付の場合

　　　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　　　御崎Ｕビル３階

 神戸市交通局営業推進課（電話番号　０７８－９８４－０１３１）

　　　　※直接交付を希望される場合は，事前に営業推進課に電話連絡してからお越しくださ

 　い。

　　イ　ホームページからダウンロードする場合

　　　　神戸市交通局ホームページよりダウンロードしてください。

 https://www.city.kobe.lg.jp/kurashi/access/kotsukyoku/index.htm

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　提出期間

　　　令和３年４月１日（木）から令和３年４月２３日（金）まで（神戸市の休日を定める条例

　　（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　提出場所
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　　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　　御崎Ｕビル３階

　　　神戸市交通局営業推進課（電話番号　０７８－９８４－０１３１）

　⑶　提出方法

　　　持参または郵送による提出とし，郵送の場合は配達証明等記録を残すこととします。

８　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　御崎Ｕビル３階

　　神戸市交通局営業推進課（電話番号　０７８－９８４－０１３１）

９　入札書等及び事業提案書類等の提出期間及び提出方法等

　⑴　提出期間

　　　令和３年５月１０日（月）から令和３年６月１１日（金）まで（神戸市の休日を定める条例

　　（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。

　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　提出場所

　　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号　６５２－０８５５）

　　　御崎Ｕビル３階

　　　神戸市交通局営業推進課（電話番号　０７８－９８４－０１３１）

　⑶　提出方法

　　　持参または郵送による提出とし，郵送の場合は配達証明等記録を残すこととします。

１０　開札の日時及び場所

　⑴　日時

　　　令和３年６月１５日（火）午後２時

　⑵　場所

　　　神戸市交通局大会議室

　　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号御崎Ｕビル１階

　⑶　開札方法

　　　入札参加者又はその代理人の立会の上，行います。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

　　札参加者は失格とします。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

　　は行いません。

１１　入札保証金

　　規定第７条第２号の規定により免除します。

１２　入札の無効

　　次のいずれかに該当する入札は無効とします。

　⑴　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

　⑵　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

　⑶　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

　⑷　委任状が提出されていない代理人の入札
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　⑸　２人以上の者が同一の者の代理をした入札

　⑹　入札者が他の入札参加者の代理をした入札

　⑺　入札者が談合した入札

　⑻　記名押印を欠いた入札

　⑼　入札金額を訂正した入札

　⑽　入札金額又は事業名を欠いた，又は確認しがたい入札

　⑾　誤字又は脱字により意思表示が不明確な入札

　⑿　電送及び電話による入札

　⒀　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

１３　落札者の決定方法

　⑴　落札者の決定基準

　　　事業提案書類に記載された提案内容に基づいて算出した定性的審査の点数（内容点）と

　　入札参加者が提示する入札価格に基づいて算出した価格点の合計により，入札参加者ごと

　　に総合評価点を算出し，総合評価点の最も高い者を落札者とします。

　　　なお，最も高い総合評価点の者が２者以上あるときは，定性評価点の高い者を落札者と

　　し，更に定性評価点が同点である場合には，くじ引きにより落札者を決定します。

　　ア　審査方法

　　　　審査は二段階に分けて実施するものとし，入札参加者の資格要件を確認する第一次審

　　　査と，第一次審査を合格した入札参加者の提案内容等を審査する第二次審査を行います。

　　　　なお，第二次審査に第一次審査の結果は影響しません。

　　イ　落札者の決定

 第一次審査に合格した入札参加者から提出された入札書等及び事業提案書類等の内容

　　　について，第二次審査として評価，得点化を行い，得点の最も高い提案をした入札参加

　　　者を落札者として選定します。

 第二次審査に進んだ入札参加者が１者であった場合には，当該入札参加者から提出さ

　　　れた入札書等及び事業提案書類等の内容を審査し，入札価格の予定価格超過や要求水準

　　　の明らかな未達成等の失格要件に該当せず，定性評価項目審査の点数が３０点以上であれ

　　　ば，当該入札参加者を落札者として選定します。

　⑵　審査内容及び審査項目等

　　　入札説明書等によります。

１４　特定調達契約の手続き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。

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も当該入札に参加する者に

　必要な資格の審査の申請書等を提出することができますが，当該入札に参加するためには，

　開札の日時までに入札に参加する者に必要な資格を有すると認定され，かつ，当該入札に参

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

資格要件に係る審査第一次審査

提案内容の定性評価項目に係る審査および入札価格の定量評価によ

って総合評価審査を行う。
第二次審査



　加する者に必要な資格を有しなければなりません。

１６　 Summary

　⑴　Contract Content : Myodani Station renovation project.

　⑵　Deadline for submitting application forms and other required documents by

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. April 23, 2021.

　⑶　Deadline for submitting bids : 5:00 p.m. June 11, 2021.

　⑷　Applicants can obtain bid application forms at the Sales Promotion Division, 

　　Transportation Bureau, City of Kobe,1-2-1, Misaki-cho, Hyogo-ku, Kobe 652-0855, 

　　Japan.

　　TEL 078-984-0131

　

  人 事 委 員 会  

　労務職員採用の選考に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和３年２月１５日

神戸市人事委員会事務局　

委員長　芝　原　貴　文　

神戸市人事委員会規則第１１号

　　　労務職員採用の選考に関する規則の一部を改正する規則

　労務職員採用の選考に関する規則（平成４年１０月１５日人委規則第７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。
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改正前改正後

１　［略］

２　前項に規定する労務職員の職に採用され

　る者は，昇任の選考に関する規則（昭和３５

　年４月人事委員会規則第２号）別表第５学

　歴免許等資格区分表大学卒の項，短大卒の

　項，高校卒の項又は中学卒の項に掲げる者

　に限る。ただし，人事委員会が別に定める

　特別の場合においては，この限りでない。

１　［略］

２　前項に規定する労務職員の職に採用され

　る者は，昇任の選考に関する規則（昭和３５

　年４月人事委員会規則第２号）別表第５学

　歴免許等資格区分表大学卒の項，短大卒の

　項，高校卒の項又は中学卒の項に掲げる者

　とする。ただし，人事委員会が別に定める

　特別の場合においては，この限りでない。



５０７７

　　　附　則

　この規則は，令和３年４月１日から施行する。

―――――――――――――――――

　

　神戸市職員の初任給，昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和３年２月１６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１２号

　　　神戸市職員の初任給，昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則

　神戸市職員の初任給，昇給等の基準に関する規則（平成１３年３月人委規則第８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。
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10 10 10 10

11 11 11 11

12 12 12 12

13 13 13 13

14 14 14 14

15 15 15 15

16 16 16 16

17 17 17 17

18 18 10 18 18

19 19 11 19 19

20 20 12 20 20

21 21 13 21 21

22 22 14 22 22 10

23 23 15 23 23 11

24 24 16 24 24 12

25 10 25 17 25 10 25 13

26 11 10 10 26 17 10 26 11 10 10 26 14 10

27 12 11 11 27 18 11 27 12 11 11 27 15 11
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28 13 12 12 28 18 12 28 13 12 12 28 16 12

29 14 13 13 29 19 13 29 14 13 13 29 17 13

30 15 14 14 30 19 14 30 15 14 14 30 18 14

31 16 15 15 31 20 15 31 16 15 15 31 19 15

32 17 16 16 32 20 16 32 17 16 16 32 20 16

33 18 17 17 33 21 17 33 18 17 17 33 21 17

34 19 18 17 34 22 18 34 19 18 17 34 22 18

35 20 19 18 35 23 19 35 20 19 18 35 23 19

36 21 20 18 36 24 20 36 21 20 18 36 24 20

37 22 21 19 37 25 21 37 22 21 19 37 25 21

38 23 22 19 38 26 22 10 38 23 22 19 38 26 22 10

39 24 23 20 39 27 23 11 39 24 23 20 39 27 23 11

40 25 24 20 40 28 24 12 40 25 24 20 40 28 24 12

41 26 25 21 41 29 25 13 41 26 25 21 41 29 25 13

42 27 26 22 42 29 26 14 42 27 26 22 42 29 26 14

43 28 27 23 43 30 27 15 43 28 27 23 43 30 27 15

44 29 28 24 44 30 28 16 44 29 28 24 44 30 28 16

45 30 29 25 45 31 29 17 45 30 29 25 45 31 29 17

46 31 30 26 46 31 29 18 46 31 30 26 46 31 29 18

47 32 31 27 47 32 30 19 47 32 31 27 47 32 30 19

48 33 32 28 48 32 30 20 48 33 32 28 48 32 30 20

49 34 33 29 49 33 31 21 49 34 33 29 49 33 31 21

50 34 34 30 50 34 31 21 50 34 34 30 50 34 31 21

51 35 35 31 51 35 32 21 51 35 35 31 51 35 32 21

52 35 36 32 52 36 32 21 52 35 36 32 52 36 32 22

53 36 37 33 53 37 33 22 53 36 37 33 53 37 33 22

54 36 38 34 54 37 33 22 54 36 38 34 54 37 33 22

55 37 39 35 55 38 33 22 55 37 39 35 55 37 33 23

56 37 40 36 56 38 33 22 56 37 40 36 56 38 33 23

57 38 41 37 57 39 34 23 57 38 41 37 57 38 34 23

58 39 42 38 58 39 34 23 58 38 42 38 58 38 34 24

59 40 43 39 59 40 34 23 59 39 43 39 59 39 34 24

60 41 44 40 60 40 34 23 60 39 44 40 60 39 34 24
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61 42 45 41 61 41 35 24 61 40 45 41 61 39 35 25

62 42 46 42 62 41 35 24 62 40 46 42 62 40 35 25

63 42 47 43 63 41 35 24 63 41 47 43 63 40 35 25

64 43 48 44 64 42 35 24 64 41 48 44 64 40 35 26

65 43 49 45 65 42 36 25 65 42 49 45 65 41 36 26

66 43 50 46 66 42 36 25 66 42 50 46 66 41 36 26

67 44 51 47 67 43 36 25 67 43 51 47 67 41 36 27

68 44 52 48 68 43 36 25 68 43 52 48 68 42 36 27

69 44 53 49 69 43 37 26 69 44 53 49 69 42 37 27

70 45 54 49 70 44 37 26 70 44 54 50 70 42 37 28

71 45 55 50 71 44 37 26 71 45 55 51 71 43 37 28

72 45 56 50 72 44 37 26 72 45 56 52 72 43 37 28

73 46 57 51 73 45 37 27 73 46 57 53 73 43 38 29

74 46 57 51 74 45 37 27 74 46 58 54 74 44 38 29

75 47 58 52 75 45 38 27 75 46 59 55 75 44 38 29

76 47 58 52 76 46 38 27 76 47 60 56 76 44 38 30

77 48 59 53 77 46 38 28 77 47 61 57 77 45 39 30

78 48 59 53 77 46 38 28 78 47 62 58 78 45 39 30

79 49 60 54 78 47 38 28 79 48 63 59 79 45 39 31

80 49 60 54 78 47 38 28 80 48 64 60 80 46 39 31

81 50 61 55 79 47 39 29 81 48 65 61 81 46 40 31

82 50 62 55 79 48 39 82 49 65 61 82 46 40

83 50 63 56 80 48 39 83 49 66 61 83 47 40

84 51 64 56 80 48 39 84 49 66 62 84 47 40

85 51 65 57 81 49 39 85 50 67 62 85 47 41

86 51 65 57 82 49 39 86 50 67 62 86 48 41

87 52 65 57 83 49 40 87 50 68 63 87 48 41

88 52 66 58 84 50 40 88 51 68 63 88 48 42

89 52 66 58 85 50 40 89 51 69 63 89 49 42

90 53 66 58 85 50 40 90 51 69 64 90 49 42

91 53 67 59 86 51 40 91 52 69 64 91 49 43

92 53 67 59 86 51 40 92 52 70 64 92 50 43

93 54 67 59 87 51 41 93 52 70 65 93 50 43
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94 68 60 87 52 41 94 70 65 94 50 44

95 68 60 88 52 41 95 71 66 95 51 44

96 68 60 88 52 42 96 71 66 96 51 44

97 69 61 89 53 42 97 71 67 97 51 45

98 69 61 89 53 42 98 72 98 52 45

99 70 61 90 53 43 99 72 99 52 46

100 70 61 90 53 43 100 72 100 52 46

101 71 61 91 54 43 101 73 101 53 47

102 62 91 54 102 102 53

103 62 92 54 103 103 53

104 62 92 54 104 104 54

105 62 93 55 105 105 54

106 62 93 55 106 106 54

107 63 94 55 107 107 55

108 63 94 55 108 108 55

109 63 95 56 109 109 55

110 63 95 56 110 110 56

111 63 96 56 111 111 56

112 64 96 56 112 112 56

113 64 97 57 113 113 57

114 64 97 57 114 114 57

115 64 97 58 115 115 58

116 64 98 58 116 116 58

117 65 98 59 117 117 59

118 65 98 59 118 118 59

119 65 99 60 119 119 60

120 65 99 60 120 120 60

121 66 99 61 121 121 61

122 66 122 121

123 66 123 121

124 66 124 121

125 67 125 121

126 67

127 67
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128 67

129 68

130 68

131 68

132 68

133 69

134 69

135 70

136 70

137 71
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５０９３

　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は，令和３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

　（施行日における昇格の特例）

２　施行日に昇格した職員については，当該昇格がないものとした場合にその者が施行日に受

　けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして改正後の神戸市職員の初任

　給，昇給等の基準に関する規則（平成１３年３月人委規則第８号。以下「改正後規則」とい 

　う。）第９条の規定を適用する。

　（改正後規則第９条の規定の適用の特例）

３　施行日の前日において附則別表第１に掲げる旧級に属していた者（次項に規定する者を除

　く。）が施行日以降に同表に掲げる新級に昇格する場合であって，改正後規則第９条の規定

　による号給が施行日の前日における号給を下回る場合は，改正後規則第９条の規定にかかわ

　らず，施行日の前日においてその者が受けていた号給を適用する。

４　施行日の前日において附則別表第１に掲げる旧級に属していた者のうち，施行日の前日の

　号給が附則別表第２に掲げる旧号給であった職員が，施行日以降に附則別表第１に掲げる新

　級に昇格する場合は，改正後規則第９条の規定にかかわらず，附則別表第２の新号給を適用

　する。

５　前２項に掲げる者以外の者のうち，施行日の前日において旧４級への昇格要件を満たす職

　員が施行日以降に附則別表第１に掲げる新級に昇格する場合であって，改正後規則第９条の

　規定による号給が施行日の前日に旧４級に属していたものとした場合における号給を下回る

　場合は，改正後規則第９条の規定にかかわらず，施行日の前日に旧４級に属していたものと

　した場合における号給を適用する。

　（給料月額の範囲）

６　神戸市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（令和２年１２月条例第３０号）附

　則　第４条の規定による給料を支給される職員に関しては，規則第２条第２号の規定の適用

　については同号中「月額の給料であって」とあるのは「月額の給料であって神戸市職員の給

　与等に関する条例等の一部を改正する条例（令和２年１２月条例第３０号）附則第４条の規定に

　よる給料及び」とする。

附則別表第１

附則別表第２

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号

新号給旧号給給料表

１２１号給１２２号給から１２５号給まで行政職給料表

消防職給料表

医療職給料表⑵

新級旧級給料表

４級４級行政職給料表

消防職給料表

医療職給料表⑵



―――――――――――――――――

令和２年改正条例附則第４条の規定による給料に関する規則をここに公布する。

　　令和３年２月１６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１３号

　　　令和２年改正条例附則第４条の規定による給料に関する規則

　（趣旨）

第１条　この規則は，神戸市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（令和２年１２

　月条例第３０号。以下「令和２年改正条例」という。）附則第４条の規定による給料に関し必

　要な事項を定めるものとする。

　（定義）

第２条　この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるとこ

　ろによる。

　⑴　対象給料表　神戸市職員の給与等に関する条例（昭和２６年３月条例第８号。以下「給与

　　条例」という。）第３条第１項第１号，第２号又は第４号イの給料表をいう。

　⑵　切替日　令和３年４月１日をいう。

　⑶　初任給基準異動　対象給料表において，給料表の適用を異にすることなく，神戸市職員

　　の初任給，昇給等の基準に関する規則（平成１３年３月人委規則第８号。以下「初任給，昇

　　給に関する規則」という。）別表第１に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある

　　他の職へ異動することをいう。

　⑷　基準級　切替日の前日においてその者が属していた職務の級（令和２年改正条例附則第

　　２条の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては，切替日の前日に

　　おいてその者が属していた職務の級に対応する令和２年改正条例附則別表第１の新級欄に

　　掲げる職務の級）をいう。

　⑸　降格　職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

　⑹　休職等期間　次に掲げる期間をいう。

　　ア　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第２項又は職員の分限及び懲戒に関す

　　　る条例（昭和２７年２月条例第８号）第２条の規定により休職にされていた期間

　　イ　地方公務員法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可を受けていた期間

　　ウ　外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年３月

　　　条例第３５号）第２条第１項の規定により派遣されていた期間

　　エ　公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年１２月条例第４９号。以下「派遣

　　　条例」という。）第２条第１項の規定により派遣されていた期間

　　オ　派遣条例第１０条に規定する特定法人に派遣されていた退職派遣者が公益的法人等への

　　　一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０号）第１０条第１項の規定

　　　に基づき，本市に採用された場合における，その者が特定法人の業務に従事していた期

　　　間

　　カ　民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第 

令和３年３月２日   神  戸  市  公  報   第３６９８号 ５０９４
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　　　１１７号）第９条第４号に規定する公共施設等運営権者に派遣されていた地方派遣職員が

　　　職員の任用に関する規則（平成２８年４月人委規則第１号）第１５条第２号の規定に基づき，

　　　本市に採用された場合における，その者が公共施設等運営権者の業務に従事していた期

　　　間

　　キ　地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条の規定により

　　　育児休業をしていた期間

　　ク　地方公務員法第２６条の５第１項の規定により自己啓発等休業をしていた期間

　　ケ　地方公務員法第２６条の６第１項の規定により配偶者同行休業をしていた期間

　⑺　復職時調整　初任給，昇給に関する規則第２２条の規定による号給の調整をいう。

　⑻　再任用職員　地方公務員法第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項の規定により採用さ

　　れた職員をいう。

　⑼　人事交流等職員　切替日以降に新たに対象給料表の適用を受け，初任給，昇給に関する

　　規則第７条又は第８条により給料月額を決定することとなった職員（初任給，昇給に関す

　　る規則第７条第１項第１号に該当する職員を除く。）をいう。

　⑽　その他給料表異動者　切替日の前日に給与条例第３条第１項第３号及び第４号アの給料

　　表の適用を受けていた職員のうち，切替日以降に新たに対象給料表の適用を受けることと

　　なり，初任給，昇給に関する規則第１２条により給料月額を決定することとなった職員をい

　　う。

　⑾　労務職員からの転任者　切替日の前日に労務職員の給与等に関する規則（昭和３１年７月

　　規則第４０号）別表第２に規定する労務職給料表の適用を受けていた職員のうち，切替日以

　　降に新たに対象給料表の適用を受けることとなり，初任給，昇給に関する規則第７条によ

　　り給料月額を決定することとなった職員をいう。

　⑿　企業職員からの異動者　切替日の前日に神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関す

　　る条例（昭和２８年３月条例第５号）の適用を受けていた職員のうち，切替日以降に新たに

　　対象給料表の適用を受けることとなり，初任給，昇給に関する規則第７条により給料月額

　　を決定することとなった職員をいう。

　（令和２年改正条例附則第４条第１項の人事委員会規則で定める職員）

第３条　令和２年改正条例附則第４条第１項の人事委員会規則で定める職員は，次に掲げる職

　員とする。

　⑴　切替日以降に初任給基準異動をした職員

　⑵　切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格した職員

　⑶　切替日前に休職等期間がある職員であって，切替日以降に当該休職等期間を含む期間に

　　係る復職時調整をされたもの

　⑷　切替日以降に再任用職員として勤務する職員

　⑸　切替日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員

　⑹　切替日以降に令和２年改正条例附則第４条の規定による給料を支給される職員でなくな

　　った職員

　（令和２年改正条例附則第４条第２項の規定による給料の支給）

第４条　切替日の前日から引き続き対象給料表の適用を受ける職員のうち，切替日以降に次の

　各号に掲げる場合に該当することとなった職員（当該各号の２以上の号に掲げる場合に該当
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　することとなった職員（切替日の前日において適用されていた対象給料表以外の給料表の適

　用を受けているときに降格をした職員を含む。次項において「特定職員」という。）を除 

　く。）であって，その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達

　しないこととなるもの（第３条第６号に掲げる職員（同条第１号に掲げる場合に該当するこ

　ととなった職員を除く。）及び次の第１号に掲げる場合に該当することとなった職員であっ

　て切替日の前日に当該異動があったものとした場合（切替日以降にこれらの異動が２回以上

　あった場合にあっては，切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号に

　おいて同じ。）に第３条第６号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。）には，そ

　の差額に相当する額を，令和２年改正条例附則第４条第２項の規定による給料として支給す

　る。

　⑴　初任給基準異動又は対象給料表間の給料表の適用を異にする異動をした場合（第４号に

　　掲げる場合を除く。）　切替日の前日に当該異動があったものとした場合に初任給，昇給

　　に関する規則第１１条又は第１２条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額

　　に相当する額

　⑵　基準級より下位の職務の級に降格をした場合（第４号に掲げる場合を除く。）　切替日

　　の前日において当該降格後の職務の級（当該職務の級が対象給料表の３級又は４級である

　　場合にあっては，別表第１の適用要件欄に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級）に降

　　格をしたものとした場合（切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を２回以上し

　　た場合にあっては，切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合）に，初任給，

　　昇給に関する規則第１０条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当

　　する額

　⑶　切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合（第４号に掲げ

　　る場合を除く。）　切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に初任給，昇給に

　　関する規則第２２条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

　⑷　人事委員会の承認を得てその号給若しくは給料月額を決定された場合　あらかじめ人事

　　委員会の承認を得て決定する額

２　切替日の前日から引き続き対象給料表の適用を受ける職員のうち，特定職員であって，そ

　の者の受ける給料月額が次の各号に掲げる職員の区分に応じ，当該各号に定める額に達しな

　いこととなるものには，その差額に相当する額を令和２年改正条例附則第４条第２項の規定

　による給料として支給する。

　⑴　前項各号の２以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員（次号に掲げる職員を

　　除く。）　その者が該当することとなった同項各号に掲げる場合に，切替日の前日に順次

　　該当することとなったものとしたときに当該各号の規定の例により同日に受けることとな

　　る給料月額に相当する額

　⑵　前項第４号に掲げる場合に該当することとなった職員　あらかじめ人事委員会の承認を

　　得て決定する額

　（令和２年改正条例附則第４条第３項の規定による給料の支給）

第５条　切替日以降に新たに対象給料表の適用を受けることとなった職員のうち，次の各号に

　掲げる場合に該当することとなった職員であって，その者の受ける給料月額が当該各号の区

　分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの（切替日の前日に当該各号に掲げる
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５０９７

　場合に該当することとなったものとした場合に第３条第６号に掲げる職員に該当することと

　なるものを除く。）には，その差額に相当する額を，令和２年改正条例附則第４条第３項の

　規定による給料として支給する。

　⑴　人事交流等職員　切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日におい

　　て受けることとなる給料月額に相当する額としてあらかじめ人事委員会の承認を得て決定

　　する額

　⑵　その他給料表異動者　切替日の前日にその他給料表異動者となったものとした場合に同

　　日において受けることとなる給料月額に相当する額としてあらかじめ人事委員会の承認を

　　得て決定する額

　⑶　労務職員からの転任者　切替日以降も労務職給料表の適用を受けていた場合に支給され

　　る給料に相当する額

　⑷　企業職員からの異動者　切替日以降も企業職員であった場合に支給される給料に相当す

　　る額

２　前項各号に該当する職員であって，当該各号に該当することとなった日以降に前条第１項

　各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては，前項各号の規定にかかわらず，

　その者が切替日の前日に前項各号に該当する職員となり同日から引き続き対象給料表の適用

　を受けていたものとみなして前条の規定を適用した場合に支給されることとなる令和２年改

　正条例附則第４条第２項の規定による給料の額に相当する額を，令和２年改正条例附則第４

　条第３項の規定による給料として支給する。

　（端数計算）

第６条　令和２年改正条例附則第４条の規定による給料の額に１円未満の端数があるときは，

　その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

　（この規則により難い場合の措置）

第７条　令和２年改正条例附則第４条の規定による給料の支給について，この規則の規定によ

　る場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情が

　あるときは，あらかじめ人事委員会の承認を得て，別段の取扱いをすることができる。

別表第１

　　　附　則

１　この規則は，令和３年４月１日から施行する。

２　令和２年改正条例附則第４条の規定による給料を支給される職員に関しては，神戸市職員

　の給与等に関する条例の施行規則（昭和３２年１２月人委規則第１１号）第５条の２第１項第１号

　及び第９条の規定の適用についてはこれらの規定中「給料月額」とあるのは，「給料月額と

　神戸市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（令和２年１２月条例第３０号）附則

　第４条の規定による給料の額との合計額」とする。
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旧級適用要件

　４級切替日の前日において旧４級への昇格要件を満たす職員

　３級上記以外の職員



  そ  の  他  

神戸市職員採用試験案内

  令和３年度神戸市職員（大学卒特別枠）採用試験，

  令和３年度神戸市職員（社会人（春））採用試験（選考）

採用予定日　　　

　神戸市職員（大学卒特別枠）採用試験　　　　令和４年４月１日または令和３年１０月１日

　神戸市職員（社会人（春））採用試験（選考）令和３年１０月１日または令和４年４月１日

第一次試験日　　令和３年４月２日（金）～令和３年４月１５日（木）

受付期間　　　　令和３年３月１日（月）～３月２３日（火）正午まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

問い合わせ先　　神戸市総合コールセンター　電話：（０７８）３３３－３３３０　　
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