
令和３年 11月 24日 第3735号神 戸 市 公 報 4554

目 次

告 示

▽�地縁による団体の認可についての告示事項

の変更（東山会）�［企画調整局つなぐラボ］

▽�地縁による団体の認可についての告示事項

の変更（岡本梅林倶楽部）

� ［企画調整局つなぐラボ］

▽�神戸市建築基準法施行細則第 11 条第１項

第 11号の規定による安全上、防火上及び衛

生上支障がないと認める区域の指定（兵庫

区吉田町１丁目の一部）

� ［建築住宅局建築指導部建築安全課］

▽�神戸市公印規則により印影等を印刷するこ

とができる文書の名称、使用公印の名称等

� ［行財政局業務改革課］

▽�放置自転車等の撤去及び保管

� ［建設局垂水建設事務所］

▽�放置自転車等の撤去及び保管

� ［建設局中部建設事務所］

▽�生活保護法等による医療機関の指定

� ［福祉局保護課］

▽�生活保護法等による指定医療機関の事業の

廃止� ［福祉局保護課］

▽�生活保護法等による施術者の指定

� ［福祉局保護課］

▽生活保護法等による指定施術者の事業の廃
止 � ［福祉局保護課］

▽�生活保護法等による介護機関の指定

� ［福祉局保護課］

▽�生活保護法等による指定介護機関の事業の

廃止� ［福祉局保護課］

▽�障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律による指定自立支援医

療機関の指定（精神通院）

� ［福祉局障害者支援課］

▽�介護保険法に基づく指定居宅サービス等事

業者の指定� ［福祉局監査指導部］

▽�介護保険法に基づく介護予防・日常生活支

援総合事業指定事業者の指定

� ［福祉局監査指導部］

▽�介護保険法に基づく指定地域密着型サービ

ス事業者等の指定� ［福祉局監査指導部］

4570

4572

4573

4573

4574

4574

4575

4576

4578

4580

4582

4585

4587

4589

4592

4557

4557

4558

4558

4559

4560

4563

4564

4564

4565

4566

4566

4567

4568

4569

4570

▽�介護保険法に基づく指定居宅サービス等事

業者の廃止� ［福祉局監査指導部］

▽�介護保険法に基づく介護予防・日常生活支

援総合事業指定事業者の廃止

� ［福祉局監査指導部］

▽�介護保険法に基づく指定地域密着型サービ

ス事業者等の廃止� ［福祉局監査指導部］

▽�道路法による道路の区域変更及び供用開始

（市道　東灘山手 56 号線、57 号線）

� ［建設局道路管理課］

▽�道路法による道路の区域決定及び供用開始

（市道　京地 86 号線、87 号線）

� ［建設局道路管理課］

▽�道路法による道路の区域変更及び供用開始

（市道　鈴蘭台環状線、鈴蘭台２号線）

� ［建設局道路管理課］

▽�道路法による道路の供用開始（市道　鈴蘭

台停車場線他）� ［建設局道路管理課］

▽�放置自転車等の撤去及び保管

� ［建設局西部建設事務所］

公 告

▽�事後審査型制限付一般競争入札による契約

の締結（本多聞公園便所改築工事）

� ［行財政局契約監理課］

▽�事後審査型制限付一般競争入札による契約

の締結（十文字山中公園施設改修工事）

� ［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（青木南住宅屋上防水改修工事）

� ［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（令和３年度東部管内大型案内標識

設置工事）� ［行財政局契約監理課］

▽�事後審査型制限付一般競争入札による契約

の締結（大日橋補修工事）

� ［行財政局契約監理課］

▽�事後審査型制限付一般競争入札による契約

の締結（令和３年度農道舗装工事）

� ［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（新港第４突堤ガイドレール延伸等

工事）� ［行財政局契約監理課］

発 行 所　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神 戸 市 役 所

神 戸 市 長
編集兼印

刷発行人

発 行 日 毎 週 火 曜 日



令和３年 11月 24日 第3735号神 戸 市 公 報4555

▽�事後審査型制限付一般競争入札による契約

の締結（竜が岡２号線歩道改良工事その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（新落合橋補修工事）

� ［行財政局契約監理課］

▽�事後審査型制限付一般競争入札による契約

の締結（多聞南小学校長寿命化改修他機械

設備工事）� ［行財政局契約監理課］

▽�事後審査型制限付一般競争入札による契約

の締結（多聞南小学校長寿命化改修他電気

設備工事）� ［行財政局契約監理課］

▽�事後審査型制限付一般競争入札による契約

の締結（中央卸売市場本場卸売棟電気室他

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（甲南町３丁目地区他汚水管改築更

新工事）� ［行財政局契約監理課］

▽�事後審査型制限付一般競争入札による契約

の締結（山手幹線（灘）その５工区車道拡

幅工事）� ［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（西神中央駅西側駅前広場昇降機及

び上屋新築他工事）�［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（しあわせの村総合センター・研修

館受変電設備改修工事）

� ［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（夢野白川線舗装補修工事）

� ［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（六甲

アイランド北物揚場高潮対策工事）

� ［行財政局契約監理課］

▽�市街地再開発事業の施行地区及び設計の概

要を表示する図書の縦覧（神戸国際港都建

設事業垂水中央東地区第一種市街地再開発

事業）� ［都市局地域整備推進課］

▽�事後審査型制限付一般競争入札による契約

の締結（ものづくり工場 D 棟立体駐車場

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（獅子掛１号線防災対策工事）

� ［行財政局契約監理課］

▽�事後審査型制限付一般競争入札による契約

の締結（福田南公園施設改修工事）

� ［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（結場下公園改修工事）

� ［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（平磯海づり公園釣台手すり他改修

工事）� ［行財政局契約監理課］

▽�事後審査型制限付一般競争入札による契約

の締結（こうべ市民福祉交流センタートイ

レ改修工事　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（六甲アイランド第２労働者休憩所

公衆便所改修工事）�［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（淡河環境センター排水管理施設改

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（大井住宅屋上防水改修工事）

� ［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（垂水駅西Ｂ駐輪場改修工事）

� ［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（西須磨方面第 32 号線拡幅工事）

� ［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（須磨港小船溜護岸嵩上げ工事）

� ［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（ＨＡＴ神戸なぎさ公園受変電設備

他更新工事）� ［行財政局契約監理課］

▽�事後審査型制限付一般競争入札による契約

の締結（六甲大橋航空障害灯更新工事）

� ［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（アスタプラザイースト温泉ろ過逆

洗水処理設備設置工事）

� ［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（舞子ポンプ場消防設備改修工事）

� ［行財政局契約監理課］

▽�特定調達契約に係る一般競争入札による落

札者の決定（神戸市建設局垂水処理場電気

調達）� ［行財政局契約監理課］

▽�特定調達契約に係る一般競争入札による落

札者の決定（神戸市立学校園電気調達）

� ［行財政局契約監理課］

▽�制限付一般競争入札による契約の締結（Ｉ

ＣＴ機器設置業務（工業高等専門学校）委託）

　［教育委員会事務局学校支援部学校経営支援課］

▽�西神住宅第２団地特定業務施設用地の買受

人の公募（神戸サイエンスパーク）

� ［都市局企業誘致課］

▽�開発行為に関する工事の完了（兵庫区湊川

町３丁目）� ［都市局指導課］

4594

4597

4599

4601

4604

4606

4609

4611

4614

4616

4618

4622

4622

4625

4627

4629

4632

4634

4636

4639

4641

4643

4646

4648

4651

4653

4655

4657

4660

4661

4661

4663

4665



令和３年 11月 24日 第3735号神 戸 市 公 報 4556

▽�都市公園の区域変更（古寺公園（縮小）、住

吉本町公園（縮小））

� ［建設局公園部管理課］

▽事前審査型制限付一般競争入札による契約

の締結（令和４年度港湾幹線道路及び摩耶

大橋料金徴収業務等委託）�

� ［港湾局神戸港管理事務所］

▽�開発行為に関する工事の完了（西区見津が

丘五丁目）� ［都市局指導課］

▽�神戸複合産業団地複合機能用地の買受人又

は借受人の公募（神戸テクノ・ロジスティッ

クパーク）� ［都市局企業誘致課］

▽�一般競争入札による特定調達契約の締結

（港島クリーンセンター計量等業務）

� ［環境局施設課］

▽�一般競争入札による特定調達契約の締結

（西クリーンセンター計量等業務）

� ［環境局施設課］

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（上唐櫃配水場場内整備工事）

� ［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（中央（山本通他）配水管取替工事）

� ［水道局配水課］

▽�制限付一般競争入札による契約の締結（花

山ポンプ場受配電送水ポンプ制御設備工

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（長峰山ポンプ場長峰山特１送水ポ

ンプ設備更新工事）� ［水道局施設課］

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（和田岬駅信号通信機器室空調設備

工事）� ［交通局経営企画課］

▽�特定調達契約に係る一般競争入札による落

札者の決定（海岸線 5000 形車両用　制御

装置購入）� ［交通局経営企画課］

▽�特定調達契約に係る一般競争入札による落

札者の決定（海岸線 5000 形車両用　低圧

電源装置購入）� ［交通局経営企画課］

▽�事後審査型制限付一般競争入札による契約

の締結（名谷駅前詰所移転工事）

� ［交通局経営企画課］

▽�事後審査型制限付一般競争入札による契約

の締結（海岸線電源装置更新工事）

� ［交通局経営企画課］

4666

4666

4669

4669

4672

4677

4682

4684

4687

4691

4693

4695

4696

4697

4699



令和３年 11月 24日 第3735号神 戸 市 公 報4557

告 示

神戸市告示第525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11月10日

神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体

　　名称

　　　東山会

　　主たる事務所

　　　神戸市東灘区森北町７丁目29番７号

　　代表者の氏名

　　　矢間　説子

　　代表者の住所

　　　神戸市東灘区森北町７丁目21番43号

２　変更があった事項及びその内容

　　代表者の氏名

　　　「玉田　智咲」を「矢間　説子」に改める。

　　代表者の住所

　　�　「神戸市東灘区森北町７丁目21番31号」を「神戸市東灘区森北町７丁目21番43号」に改

める。

３　変更の年月日

　　令和３年４月25日

神戸市告示第526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11月10日

神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体

　　名称

　　　岡本梅林倶楽部

　　主たる事務所

　　　神戸市東灘区岡本６丁目13番６号
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　　代表者の氏名

　　　田村　比佐雄

　　代表者の住所

　　　神戸市東灘区岡本６丁目12番39号

２　変更があった事項及びその内容

　　代表者の氏名

　　　「土井　啓明」を「田村　比佐雄」に改める。

　　代表者の住所

　　�　「神戸市東灘区岡本６丁目12番44号」を「神戸市東灘区岡本６丁目12番39号」に改める。

３　変更の年月日

　　令和３年４月17日

神戸市告示第527号

　神戸市建築基準法施行細則 （昭和37年４月規則第25号） 第11条第１項第11号の規定により、

防火地域又は準防火地域内にある建築基準法 （昭和25年法律第201号） 第68条の２第１項に規

定する地区計画等の区域内にあり、かつ、同規則第11条第１項第11号イに該当することにより

安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める区域として次に掲げる区域を指定する。

　　令和３年11月10日

神戸市長　久　元　喜　造　

　神戸市兵庫区吉田町１丁目の一部（神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課備付けの図面の

とおり）

神戸市告示第528号

　神戸市公印規則 （昭和52年３月規則第111号） 第８条第１項の規定により印影等を印刷する

ことができる文書の名称、使用公印の名称、様式及び書体並びに印影等の寸法を、同条第２項

の規定により、次のとおり告示する。

　　令和３年11月10日

神戸市長　久　元　喜　造　

文 書 名
使 用 公 印 印影等の寸法

（ミリメートル）名　称 様　式 書　体

賞状（垂水区ロードレース大会）

区長の印 51 てん書 方25賞状（垂水区小学生駅伝大会）

賞状（垂水区中学校新人駅伝大会）
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神戸市告示第531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11月24日

神戸市長　久　元　喜　造

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

及び保管した自転車等の台数、撤去し、保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　垂水自転車保管所

　　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

なければならない。

５　その他

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

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

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

きは、当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。

別　表

自転車等の保

管及び返還の

場所

自転車が置かれ，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

問い合わせ先

垂水区西舞子

８丁目20番19

号

垂水保管所

垂水駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� ３台

原動機付自転車� １台 令和３年10

月１日

垂水区福田５

丁目６番20号

建設局垂水建

設事務所

電話707-0234

舞子駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� ４台

原動機付自転車� １台

垂水駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

令和３年10

月６日

垂水駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� ３台

原動機付自転車� １台 令和３年10

月14日舞子駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台
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垂水駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� ２台

原動機付自転車� １台 令和３年10

月19日西舞子駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

垂水駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台 令和３年10

月22日塩屋駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� １台

垂水駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

令和３年10

月27日

舞子駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

西舞子駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� ３台

原動機付自転車� ２台

垂水区管内長期放置
自転車� ６台

原動機付自転車� ０台

令和３年10

月27日

神戸市告示第532号

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

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

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

告示する。

　　令和３年11月24日

神戸市長　　久　元　喜　造

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

び保管した自転車等の台数,撤去し,及び保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　三宮保管所及び湊町保管所

　　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

　　　　　（日曜日、祝日及び12月28日から１月４日を除く）

４　返還を受けるために必要な事項
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　�　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

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

問い合わせ先

中央区小野浜

町３番地先

三宮保管所

三宮駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 68台

原動機付自転車� １台

令和３年10

月５日

兵庫区湊川町

２丁目１番12

号

建設局中部建

設事務所

電話511-0515

春日野道駅周辺自転車

等放置禁止区域

自転車� ２台

原動機付自転車� ０台

駐輪場内
自転車� １台

原動機付自転車� ０台

三宮駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 36台

原動機付自転車� ２台

令和３年10

月８日

元町駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 16台

原動機付自転車� １台

駐輪場内
自転車� １台

原動機付自転車� ０台

三宮駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 75台

原動機付自転車� ０台 令和３年10

月11日春日野道駅周辺自転車

等放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

三宮駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 49台

原動機付自転車� ０台 令和３年10

月14日元町駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 17台

原動機付自転車� １台

三宮駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 43台

原動機付自転車� ０台

令和３年10

月18日

元町駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 11台

原動機付自転車� ２台
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三宮駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 65台

原動機付自転車� ２台

令和３年10

月22日

春日野道駅周辺自転車

等放置禁止区域

自転車� ３台

原動機付自転車� ０台

駐輪場内
自転車� ２台

原動機付自転車� ０台

三宮駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 31台

原動機付自転車� ０台 令和３年10

月26日元町駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 26台

原動機付自転車� １台

三宮駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 62台

原動機付自転車� １台

令和３年10

月28日

春日野道駅周辺自転車

等放置禁止区域

自転車� ４台

原動機付自転車� ０台

駐輪場内
自転車� ２台

原動機付自転車� ０台

中央区・兵庫区長期放

置

自転車� 300台

原動機付自転車� 11台

令和３年10

月31日

兵庫区湊町１

丁目35

湊町保管所

神戸駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 21台

原動機付自転車� ０台

令和３年10

月６日

新開地駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� 17台

原動機付自転車� ０台

湊川駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 22台

原動機付自転車� ２台

駐輪場内
自転車� ２台

原動機付自転車� ０台

神戸駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 26台

原動機付自転車� ０台

令和３年10

月12日

新開地駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� 16台

原動機付自転車� ０台

湊川駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 17台

原動機付自転車� １台

駐輪場内
自転車� 20台

原動機付自転車� ０台
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神戸駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 20台

原動機付自転車� ０台

令和３年10

月20日

新開地駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� 15台

原動機付自転車� ０台

湊川駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 11台

原動機付自転車� １台

和田岬駅周辺　　　　　　　　　　　　

自転車等放置禁止区域

自転車� 13台

原動機付自転車� ０台

駐輪場内
自転車� ８台

原動機付自転車� ０台

神戸駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 26台

原動機付自転車� １台

令和３年10

月29日

新開地駅周辺自転車等

放置禁止区域

自転車� 13台

原動機付自転車� ０台

湊川駅周辺自転車等放

置禁止区域

自転車� 10台

原動機付自転車� ０台

兵庫駅周辺　　　　　　　　　　　　　　

自転車等放置禁止区域

自転車� ９台

原動機付自転車� ０台

和田岬駅周辺　　　　　　　　　　　　

自転車等放置禁止区域

自転車� １台

原動機付自転車� ０台

駐輪場内
自転車� ２台

原動機付自転車� ０台

神戸市告示第533号

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

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

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

より告示する。

　　令和３年11月24日

神戸市長　久　元　喜　造　

名 称 所 在 地 指定年月日

谷口循環器内科 神戸市東灘区本庄町１丁目16番17号 令和３年11月１日

社会医療法人渡邊高記念会　 神戸市東灘区深江北町２丁目７番５号 令和３年10月１日
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西宮渡辺心臓脳・血管センタ

ー東灘クリニック

医療法人晃有会　ＭＹササセ

皮フ科
神戸市灘区灘北通５丁目９番１号 令和３年10月１日

にじハートクリニック 神戸市長田区大塚町１丁目８番11号 令和３年11月１日

医療法人慶春会　みなとクリ

ニック
神戸市垂水区舞子坂４丁目１番７号 令和３年11月１日

ひよどり医院 神戸市西区玉津町水谷201番地の２ 令和３年11月１日

くるみ薬局　大石駅前店 神戸市灘区船寺通１丁目２番19号 令和３年11月１日

カワセミ薬局 神戸市灘区福住通４丁目５番９号 令和３年10月１日

訪問看護ステーションふらっ

と
神戸市灘区高徳町１丁目３番９号 令和２年11月１日

訪問看護ステーション　ＤＥ

ＳＩＲ
神戸市長田区長尾町２丁目２番５号 令和３年９月１日

神戸市告示第534号

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

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

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

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

　　令和３年11月24日

神戸市長　久　元　喜　造　

名 称 所 在 地 廃止年月日

岡林内科クリニック 神戸市東灘区深江北町２丁目７番５号 令和３年９月30日

訪問看護ステーションふらっ

と
神戸市灘区赤坂通３丁目１番４号 令和２年10月31日

神戸市告示第535号

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

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

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

保護法第55条の３の規定により告示する。

　　令和３年11月24日
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神戸市長　久　元　喜　造　

１　あん摩マッサージ師

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日

訪問マッサージエ

ガオプラス
富田　美穂

神戸市東灘区御影郡家１丁目21番18

号
令和３年10月１日

夢鍼灸マッサージ

院
岩本　拓 神戸市長田区西代通２丁目３番13号 令和３年10月１日

夢鍼灸マッサージ

院
齊藤　雅也 神戸市長田区西代通２丁目３番13号 令和３年10月１日

あいある治療院 板郷　ちあき 神戸市兵庫区西出町１丁目19番１号 令和３年10月20日

２　はりきゅう師

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 指定年月日

訪問マッサージエ

ガオプラス
富田　美穂

神戸市東灘区御影郡家１丁目21番18

号
令和３年10月１日

夢鍼灸マッサージ

院
岩本　拓 神戸市長田区西代通２丁目３番13号 令和３年10月１日

夢鍼灸マッサージ

院
齊藤　雅也 神戸市長田区西代通２丁目３番13号 令和３年10月１日

あいある治療院 板郷　ちあき 神戸市兵庫区西出町１丁目19番１号 令和３年10月20日

北嶋　佳壽子 神戸市東灘区森北町２丁目４番19号 令和３年10月１日

神戸市告示第536号

　次の指定を受けた施術者について、生活保護法 （昭和25年法律第144号） 第55条において準

用する同法第50条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、当該指定を受けた施術者の

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

　　令和３年11月24日

神戸市長　久　元　喜　造　

１　柔道整復師

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 廃止年月日

小林整骨院 小林　健二 神戸市長田区二番町１丁目23 令和３年10月20日

２　あん摩マッサージ師

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 廃止年月日
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訪問マッサージＫ

ＥｉＲＯＷ東灘区

中央ステーション

富田　美穂 神戸市東灘区北青木２丁目６番12号 令和３年９月30日

３　はりきゅう師

施術所の名称 施術者の氏名 施術所の所在地 廃止年月日

小林整骨院 小林　健二 神戸市長田区二番町１丁目23 令和３年10月20日

訪問マッサージＫ

ＥｉＲＯＷ東灘区

中央ステーション

富田　美穂 神戸市東灘区北青木２丁目６番12号 令和３年９月30日

神戸市告示第537号

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

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

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

定により告示する。

　　令和３年11月24日

神戸市長　久　元　喜　造　

当該指定にか

かる介護事業

所の名称

当該指定にか

かる介護事業

所の所在地

介護事業者の

名称

介護事業者の主

たる事務所の所

在地

指定年月日 サービス種類

マナマナ

神戸市中央区

宮本通３丁目

１番７号

株式会社ジャ

ット

神戸市中央区宮

本通３丁目１番

７号　

令和３年９

月１日
訪問介護

ダスキンヘル

スレント神戸

西ステーショ

ン

神戸市西区伊

川谷町有瀬

1290番地の４

株式会社ダス

キンユニオン

兵庫県加古川市

野口町坂元329

番地の60

令和３年６

月１日

福祉用具貸与　

介護予防福祉

用具貸与　特

定福祉用具販

売　特定介護

予防福祉用具

販売

神戸市告示第538号

　次の指定介護機関について、生活保護法 （昭和25年法律第144号） 第54条の２第４項におい
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て準用する同法第50条の２および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

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

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

の３の規定により告示する。

　　令和３年11月24日

神戸市長　久　元　喜　造　

当該廃止にか

かる介護事業

所の名称

当該廃止にか

かる介護事業

所の所在地

介護事業者の

名称

介護事業者の主

たる事務所の所

在地

廃止年月日 サービス種類

訪問介護ゆう

ゆう

神戸市東灘区

青木５丁目16

番８号

有限会社みの

り

神戸市東灘区甲

南町４丁目４番

10号

令和３年９

月30日
居宅介護支援

マナマナ

神戸市灘区下

河原通２丁目

１番５号

株式会社ジャ

ット

神戸市灘区下河

原通２丁目１番

５号

令和３年８

月31日

訪問介護　介

護予防訪問介

護

デイサービス　

実り

神戸市長田区

大丸町３丁目

13番11号

有限会社みの

り

神戸市長田区大

丸町３丁目13番

11号

令和３年10

月31日

通所介護　介

護予防通所介

護

ダスキンヘル

スレント神戸

西ステーショ

ン

神戸市西区枝

吉２丁目91番

１号

株式会社ダス

キンユニオン

加古川市野口町

坂元329番地の

60

令和３年５

月31日

福祉用具貸与　

介護予防福祉

用具貸与　特

定福祉用具販

売　特定介護

予防福祉用具

販売

神戸市告示第539号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 （平成17年法律第123号） 第

59条第１項に規定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のと

おり公示する。

　　令和３年11月24日

神戸市長　久　元　喜　造　

１　法第59条第１項の規定により指定した指定自立支援医療機関（精神通院医療）

指定年月日 名 称

担当する

医療の種

類

所 在 地
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令和３年10月１日
訪問看護ステーショ

ン　らっく

精神通院�

医療

神戸市北区山田町上谷上字古々山29

番地の223　101号

令和３年10月１日
訪問看護ステーショ

ン　チャオ

精神通院�

医療
神戸市兵庫区荒田町１－７－12

令和３年10月１日
県庁前ハートフル薬

局

精神通院�

医療

神戸市中央区北長狭通４―６―15　

リンズエムディ神戸元町１階

令和３年10月１日 カワセミ薬局
精神通院�

医療

神戸市灘区福住通４－５－９　コ－

トハウスＩＴＯ　１階

令和３年11月１日
リハビリ訪問看護ス

テーション蕾

精神通院�

医療

神戸市兵庫区西上橘通１－１－23－

101号

令和３年11月１日
訪問看護ステーショ

ン38

精神通院�

医療
神戸市須磨区須磨浦通４－８－６

令和３年11月１日
オレンジ薬局　垂水

店

精神通院�

医療

神戸市垂水区日向２－１－４　垂水

駅前ゴールドビル101号

神戸市告示第540号

　次の事業者について、介護保険法 （平成９年法律第123号） 第41条第１項本文及び第53条第

１項本文の事業者の指定をしたので、同法第78条及び第115条の10の規定により告示する。

　　令和３年11月24日

神戸市長　久　元　喜　造

介護保険事

業所番号

事業所等の

名称

事業所等の

所在地

指定申請者

の名称

指定申請者

の所在地
指定年月日

サービスの

種類

2860590450

訪問看護ス

テーション　

サーマルケ

ア

兵庫県神戸

市兵庫区笠

松通６丁目

１－17　モ

ウトハウス

１B

株式会社

サーマルケ

ア

兵庫県神戸

市兵庫区笠

松通６丁目

１－17

令和３年11

月１日

介護予防訪

問看護

2860590450

訪問看護ス

テーション　

サーマルケ

ア

兵庫県神戸

市兵庫区笠

松通６丁目

１－17　モ

ウトハウス

１B

株式会社

サーマルケ

ア

兵庫県神戸

市兵庫区笠

松通６丁目

１－17

令和３年11

月１日
訪問看護

2870603517 株式会社森 兵庫県神戸 株式会社森 兵庫県神戸 令和３年11 訪問介護
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のコアラ 市長田区五

番町５－４

－１

のコアラ 市長田区五

番町５－４

－１

月１日

2870804453
生活介護　

シェリー

兵庫県神戸

市垂水区上

高丸１丁目

８-16　春

美ビル

NPO法人

オープンエ

ア

兵庫県神戸

市垂水区下

畑町498番

地53号

令和３年11

月１日
通所介護

2875104248

訪問介護ス

テーション

ゆりの郷

兵庫県神戸

市中央区磯

上通４丁目

１－25－

402

Ａｒｒｏｗ　

Ｃａｒｅ株

式会社

兵庫県神戸

市中央区磯

上通３丁目

２－25－

1206

令和３年11

月１日
訪問介護

2875205110

よろこびケ

アライフサ

ービス

兵庫県神戸

市西区池上

４丁目５－

17ハイツサ

ンシティ

103

イー株式会

社

兵庫県神戸

市西区井吹

台西町５丁

目６番地の

４

令和３年11

月１日
訪問介護

神戸市告示第541号

　次の事業者について、介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の45の５第１項の事業者

の指定をしたので、神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス・介護予防通所サー

ビス事業者の指定に関する要綱第10条第１号の規定により告示する。

　　令和３年11月24日

神戸市長　久　元　喜　造

介護保険事

業所番号

事業所等の

名称

事業所等の

所在地

指定申請者

の名称

指定申請者

の所在地
指定年月日

サービスの

種類

2870202583

ＳＯＭＰＯ

ケア神戸東

訪問介護

兵庫県神戸

市灘区新在

家南町５丁

目２－15

ＳＯＭＰＯ

ケア株式会

社

東京都品川

区東品川４

丁目12番８

号

令和３年11

月１日

生活支援訪

問サービス

2870502065

ＳＯＭＰＯ

ケア神戸上

沢訪問介護

兵庫県神戸

市兵庫区上

沢通８丁目

２－５

ＳＯＭＰＯ

ケア株式会

社

東京都品川

区東品川４

丁目12番８

号

令和３年11

月１日

生活支援訪

問サービス
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2870802432

ＳＯＭＰＯ

ケア神戸東

垂水訪問介

護

兵庫県神戸

市垂水区山

手１丁目３

－21

ＳＯＭＰＯ

ケア株式会

社

東京都品川

区東品川４

丁目12番８

号

令和３年11

月１日

生活支援訪

問サービス

2890600345
デイサービ

ス実り

兵庫県神戸

市長田区大

丸町３丁目

13－11

株式会社み

のり

兵庫県神戸

市長田区大

丸町３丁目

13番11号

令和３年11

月１日

介護予防通

所サービス

神戸市告示第542号

　次の事業者について、介護保険法 （平成９年法律第123号） 第42条の２第１項本文の事業者

の指定をしたので、同法第78条の11の規定により告示する。

　　令和３年11月24日

神戸市長　久　元　喜　造

介護保険事

業所番号

事業所等の

名称

事業所等の

所在地

指定申請者

の名称

指定申請者

の所在地
指定年月日

サービスの

種類

2890600345
デイサービ

ス実り

兵庫県神戸

市長田区大

丸町３丁目

13－11

株式会社み

のり

兵庫県神戸

市長田区大

丸町３丁目

13番11号

令和３年11

月１日

地域密着型

通所介護

神戸市告示第543号

　次の事業者について、介護保険法 （平成９年法律第123号） 第75条第２項及び第82条第２項

並びに第115条の５第２項の規定に基づいて事業を廃止する旨の届出があったため、同法第78

条第２号及び第85条第２号並びに第115条の10第２号の規定により告示する。

　　令和３年11月24日

神戸市長　久　元　喜　造　

介護保険事

業所番号

事業所等の

名称

事業所等の

所在地

事業者の名

称

事業者の主

たる事務所

の所在地

廃止・辞退

の年月日

サービスの

種類

2875201374

株式会社あ

っと・はん

ど

兵庫県神戸

市西区押部

谷町木津５

株式会社あ

っと・はん

ど

兵庫県神戸

市西区押部

谷町木津５

令和３年10

月14日

介護予防福

祉用具貸与
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－３ －３

2875201374

株式会社あ

っと・はん

ど

兵庫県神戸

市西区押部

谷町木津５

－３

株式会社あ

っと・はん

ど

兵庫県神戸

市西区押部

谷町木津５

－３

令和３年10

月14日

福祉用具貸

与

2870503436
チーム・ボ

ン

兵庫県神戸

市兵庫区荒

田町１丁目

17－14

株式会社　

ボン

兵庫県神戸

市兵庫区荒

田町１丁目

15－６－２

Ｆ

令和３年10

月30日

居宅介護支

援

2875001659

有限会社あ

すかケアサ

ービスあう

るの家

兵庫県神戸

市北区緑町

７丁目18－

23

有限会社あ

すか

兵庫県神戸

市北区緑町

７丁目18－

23

令和３年10

月30日

居宅介護支

援

2875001659

有限会社あ

すかケアサ

ービスあう

るの家

兵庫県神戸

市北区緑町

７丁目18－

23

有限会社あ

すか

兵庫県神戸

市北区緑町

７丁目18－

23

令和３年10

月30日
訪問介護

2870703309

アミカ須磨

介護センタ

ー

兵庫県神戸

市須磨区白

川台６丁目

19－10

ＡＬＳＯＫ

介護株式会

社

埼玉県さい

たま市大宮

区三橋二丁

目795番地

令和３年10

月31日

居宅介護支

援

2875003713

ヘルパース

テーション

十人十色　

神戸北

兵庫県神戸

市北区東大

池２－７－

16－205

コンフィッ

ト株式会社

兵庫県神戸

市中央区海

岸通４番地

新明海ビル

305号

令和３年10

月31日
訪問介護

2875102309

株式会社三

笑堂新神戸

支店

兵庫県神戸

市中央区港

島南町５丁

目２－９

株式会社三

笑堂

京都府京都

市南区上鳥

羽大物町68

令和３年10

月31日

介護予防福

祉用具貸与

2875102309

株式会社三

笑堂新神戸

支店

兵庫県神戸

市中央区港

島南町５丁

目２－９

株式会社三

笑堂

京都府京都

市南区上鳥

羽大物町68

令和３年10

月31日

特定介護予

防福祉用具

販売

2875102309

株式会社三

笑堂新神戸

支店

兵庫県神戸

市中央区港

島南町５丁

目２－９

株式会社三

笑堂

京都府京都

市南区上鳥

羽大物町68

令和３年10

月31日

特定福祉用

具販売
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2875102309

株式会社三

笑堂新神戸

支店

兵庫県神戸

市中央区港

島南町５丁

目２－９

株式会社三

笑堂

京都府京都

市南区上鳥

羽大物町68

令和３年10

月31日

福祉用具貸

与

神戸市告示第544号

　次の事業者について、介護保険法施行規則第140条の62の３第２項第４号の規定に基づいて

事業を廃止する旨の届出があったため、神戸市介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス・

介護予防通所サービス事業者の指定に関する要綱第10条第２号の規定により告示する。

　　令和３年11月24日

神戸市長　久　元　喜　造　

介護保険事

業所番号

事業所等の

名称

事業所等の

所在地

事業者の名

称

事業者の主

たる事務所

の所在地

廃止・辞退

の年月日

サービスの

種類

2875001659

有限会社あ

すかケアサ

ービスあう

るの家

兵庫県神戸

市北区緑町

７丁目18－

23

有限会社あ

すか

兵庫県神戸

市北区緑町

７丁目18－

23

令和３年10

月30日

介護予防訪

問サービス

2875001659

有限会社あ

すかケアサ

ービスあう

るの家

兵庫県神戸

市北区緑町

７丁目18－

23

有限会社あ

すか

兵庫県神戸

市北区緑町

７丁目18－

23

令和３年10

月30日

生活支援訪

問サービス

2870602295
デイサービ

ス実り

兵庫県神戸

市長田区大

丸町３丁目

13－11

有限会社み

のり

兵庫県神戸

市長田区長

田天神町１

丁目16－１

－1006

令和３年10

月31日

介護予防通

所サービス

2875003713

ヘルパース

テーション

十人十色　

神戸北

兵庫県神戸

市北区東大

池２－７－

16－205

コンフィッ

ト株式会社

兵庫県神戸

市中央区海

岸通４番地

新明海ビル

305号

令和３年10

月31日

介護予防訪

問サービス

2875003713

ヘルパース

テーション

十人十色　

神戸北

兵庫県神戸

市北区東大

池２－７－

16－205

コンフィッ

ト株式会社

兵庫県神戸

市中央区海

岸通４番地

新明海ビル

令和３年10

月31日

生活支援訪

問サービス
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305号

神戸市告示第545号

　次の事業者について、介護保険法 （平成９年法律第123号） 第78条の５第２項の規定に基づ

いて事業を廃止する旨の届出があったため、同法第78条の11第２号の規定により告示する。

　　令和３年11月24日

神戸市長　久　元　喜　造　

介護保険事

業所番号

事業所等の

名称

事業所等の

所在地

事業者の名

称

事業者の主

たる事務所

の所在地

廃止・辞退

の年月日

サービスの

種類

2870602295
デイサービ

ス実り

兵庫県神戸

市長田区大

丸町３丁目

13－11

有限会社み

のり

兵庫県神戸

市長田区長

田天神町１

丁目16－１

－1006

令和３年10

月31日

地域密着型

通所介護

神戸市告示第546号

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

同条第２項の規定により、令和３年11月25日からその供用を開始する。

　その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和３年12月８日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年11月24日

神戸市

代表者　神戸市長　久　元　喜　造

道路の

種類
路 線 名 区 間

新旧

別

延 長

（メートル）

幅 員

（メートル）

市道 東灘山手56号

線

神戸市東灘区御影郡家１丁目

317番１地先から

神戸市東灘区御影郡家１丁目

318番６地先まで

新 89.00 4.00

旧 89.00 3.90

東灘山手57号

線

神戸市東灘区御影郡家１丁目

318番１地先から

神戸市東灘区御影郡家１丁目

新 12.00 4.00

旧 12.00 3.90
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318番１地先まで

神戸市告示第547号	

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

同条第２項の規定により、令和３年11月25日からその供用を開始する。

　その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和３年12月８日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年11月24日

神戸市

代表者　神戸市長　久　元　喜　造

道路の

種類
路 線 名 区 間

延 長

（メートル）

幅 員

（メートル）

市道 京地86号線 神戸市北区京地２丁目64番14地先から

神戸市北区京地２丁目47番地先まで

137.10 6.00

京地87号線 神戸市北区京地２丁目64番14地先から

神戸市北区京地２丁目64番38地先まで

134.80 6.00

神戸市告示第548号

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

同条第２項の規定により、令和３年11月25日からその供用を開始する。

　その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和３年12月８日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年11月24日

神戸市

代表者　神戸市長　久　元　喜　造

道路の

種類
路 線 名 区 間

新旧

別

延 長

（メートル）

幅 員

（メートル）

市道 鈴蘭台環状線 神戸市北区鈴蘭台北町１丁目

７番９地先から

神戸市北区鈴蘭台南町６丁目

17番５地先まで

新 40.60 13.90

旧 40.60 9.60

鈴蘭台２号線 神戸市北区鈴蘭台北町１丁目

７番９地先から

新 40.60 13.90
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神戸市北区鈴蘭台南町６丁目

17番５地先まで

旧 40.60 9.60

神戸市告示第549号

　道路法 （昭和27年法律第180号） 第18条第２項の規定により、次の道路について令和３年11

月25日からその供用を開始する。

　その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和３年12月８日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年11月24日

神戸市

代表者　神戸市長　久　元　喜　造

道路の

種類
路 線 名 区 間

新旧

別

延 長

（メートル）

幅 員

（メートル）

県道 鈴蘭台停車

場線

神戸市北区鈴蘭台東町１丁目

12番18地先から

神戸市北区鈴蘭台北町１丁目

10番４地先まで

新 185.00 最大� 45.00

最小� 8.00

旧 185.00 最大� 18.00

最小� 8.00

市道 有馬街道西

鈴蘭台線

神戸市北区鈴蘭台北町１丁目

４番54地先から

神戸市北区鈴蘭台北町１丁目

７番１地先まで

新 195.00 最大� 45.00

最小� 6.50

旧 195.00 最大� 11.50

最小� 6.50

烏原谷線 神戸市北区鈴蘭台北町１丁目

10番４地先から

神戸市北区鈴蘭台東町１丁目

11番３地先まで

新 220.00 最大� 45.00

最小� 18.00

旧 220.00 最大� 11.50

最小� 9.00

鈴蘭台１号

線

神戸市北区鈴蘭台東町１丁目

11番８地先から

神戸市北区鈴蘭台北町１丁目

10番４地先まで

新 140.00 最大� 45.00

最小� 16.00

旧 140.00 最大� 11.50

最小� 10.00

鈴蘭台５号

線

神戸市北区鈴蘭台東町１丁目

11番３地先から

神戸市北区鈴蘭台東町１丁目

12番24地先まで

新 60.00 最大� 20.00

最小� 10.00

旧 60.00 最大� 10.00

最小� 9.00

鈴蘭台10号

線

神戸市北区鈴蘭台北町１丁目

10番４地先から

新 5.00 最大� 8.00

最小� 8.00
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神戸市北区鈴蘭台北町１丁目

10番４地先まで

旧 5.00 最大� 8.00

最小� 8.00

鈴蘭台13号

線

神戸市北区鈴蘭台北町１丁目

10番４地先から

神戸市北区鈴蘭台北町１丁目

11番４地先まで

新 8.00 最大� 9.00

最小� 9.00

旧 8.00 最大� 9.00

最小� 9.00

鈴蘭台環状

線

神戸市北区鈴蘭台東町１丁目

12番24地先から

神戸市北区鈴蘭台南町６丁目

17番５地先まで

新 60.00 最大� 17.00

最小� 16.00

旧 60.00 最大� 17.00

最小� 4.00

神戸市告示第550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11月24日

神戸市長　久　元　喜　造

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

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

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　西部保管所・西代保管所

　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

　　須磨保管所・名谷保管所

　　ア　火曜日・木曜日　午後３時から午後７時まで

　　　　（ただし、即時撤去日より７日間はと同様の運用とする。）

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

なければならない。

５　その他

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

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

当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないと
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きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別　表

自転車等の保

管及び返還の

場所

自転車等が置かれ、又

は放置されていた場所

撤去及び保管した自転

車等の台数

撤去及び保

管した年月

日

問い合わせ先

長田区西代通

1丁目1番

西代保管所

高速長田駅周辺自転車

等放置禁止区域

自転車� 19台

原動機付自転車� １台 令和３年10

月５日

神戸市須磨区

妙法寺字ヌメ

リ石１番地の

１

建設局西部建

設事務所

電話742-2424

長田・須磨区管内長期

放置

自転車� 21台

原動機付自転車� １台

須磨区須磨浦

通2丁目2番

須磨保管所

須磨・須磨海浜公園駅

周辺自転車等放置禁止

区域

自転車� １台
令和３年10

月６日

長田区御屋敷

通2丁目６番

西部保管所

新長田駅周辺自転車等

放置禁止区域
自転車� 23台

令和３年10

月７日長田・須磨区管内長期

放置
自転車� 17台

長田区西代通

1丁目1番

西代保管所

板宿駅周辺自転車等放

置禁止区域
自転車� ３台

令和３年10

月12日長田・須磨区管内長期

放置
自転車� 22台

須磨区西落合

6丁目1番

名谷保管所

名谷・妙法寺駅周辺自

転車等放置禁止区域
自転車� ７台

令和３年10

月13日長田・須磨区管内長期

放置
自転車� ３台

長田区御屋敷

通2丁目６番

西部保管所

新長田駅周辺自転車等

放置禁止区域
自転車� 15台

令和３年10

月14日

長田区西代通

1丁目1番

西代保管所

高速長田駅周辺自転車

等放置禁止区域
自転車� ４台

令和３年10

月19日長田・須磨区管内長期

放置

自転車� 13台

原動機付自転車� １台

長田区御屋敷

通2丁目６番

西部保管所

新長田駅周辺自転車等

放置禁止区域
自転車� 16台

令和３年10

月20日長田・須磨区管内長期

放置
自転車� 13台

長田区西代通

1丁目1番

板宿・西代駅周辺自転

車等放置禁止区域
自転車� 10台

令和３年10

月26日
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西代保管所 長田・須磨区管内長期

放置
自転車� 12台

公 告

神戸市公告第791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11月５日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 本多聞公園便所改築工事

工事場所 神戸市垂水区本多聞４丁目２

完成期限 令和４年３月７日

工事概要
公園便所改築工事、これに伴う屋外付帯工事、既設便所とりこわし工事、電気・

機械設備工事

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 建築工事業に係る建設業の許可

等級

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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
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　�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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月５日（金）～11月12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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日　　時
第１日目　令和３年11月15日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月16日（火）午前９時～午後３時

方　　法

　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。

７　開札の日時及び方法

日　　時 令和３年11月17日（水）午前10時30分

方　　法
　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。
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　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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792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11月５日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 十文字山中公園施設改修工事

工事場所 神戸市東灘区西岡本７丁目

完成期限 令和４年３月31日

工事概要
インターロッキングブロック舗装工　21㎡、真砂土敷均し工　224㎡、

複合遊具工　１基、シェルター工　１ヶ所、　他

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業
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建設業の許可 造園工事業の建設業の許可

等級

造園一般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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月５日（金）～11月12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）
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提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日　　時
第１日目　令和３年11月15日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月16日（火）午前９時～午後３時

方　　法

　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。

７　開札の日時及び方法

日　　時 令和３年11月17日（水）午前10時30分

方　　法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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793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11月５日
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神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 青木南住宅屋上防水改修工事

工事場所 神戸市東灘区北青木６丁目８－38

完成期限 令和４年３月４日

工事概要

昭和54年度建設　SRC造

14階建て　共同住宅（A棟、B棟、C棟　計194戸）延べ面積　約12,300㎡

１　住棟　屋上防水改修工事　一式

２　電気室棟　屋上防水改修工事　一式

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 防水工事業に係る建設業の許可

登録業種
令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「防水」を希望業種とし

て登録していること（希望順位は問わない）。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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。
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　※�なお、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月５日（金）～11月12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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日　　時
第１日目　令和３年11月15日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月16日（火）午前９時～午後３時

方　　法

　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。

７　開札の日時及び方法

日　　時 令和３年11月17日（水）午前10時30分

方　　法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　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 11月 24日 第3735号神 戸 市 公 報4585

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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794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11月５日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 令和３年度東部管内大型案内標識設置工事

工事場所 神戸市東灘区一円

完成期限 令和４年３月15日

工事概要 大型案内標識設置工　３基、舗装工　一式、付帯工　一式

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 とび・土工工事業に係る建設業の許可

登録業種
令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「交通安全施設」を登録

業種としていること（希望順位は問わない）。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。
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　・なお、工事実績がない場合については、65点未満とみなす。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月５日（金）～11月12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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日　　時
第１日目　令和３年11月15日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月16日（火）午前９時～午後３時

方　　法

　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。

７　開札の日時及び方法

日　　時 令和３年11月17日（水）午前10時30分
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方　　法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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795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11月５日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 大日橋補修工事

工事場所 神戸市東灘区深江本町３丁目

完成期限 令和４年３月31日　ただし、予算繰越決議の上は令和４年４月28日

工事概要

床版取替工　一式、断面修復工　一式、ひび割れ補修工　一式、

桁変位抑制構造物設置工　一式、塗装塗替工　A=55㎡、橋面防水工　A=23㎡、

舗装工　A=23㎡、仮設工一式

前 払 金 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。

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。
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２　入札に参加する者に必要な資格

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

形態 単独企業

建設業の許可 鋼構造物工事業の建設業の許可

登録業種
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）。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間
令和３年11月５日（金）～11月12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
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　　�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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日　　時
第１日目　令和３年11月15日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月16日（火）午前９時～午後３時

方　　法

　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。

７　開札の日時及び方法

日　　時 令和３年11月17日（水）午前10時30分

方　　法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　　

　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
無

　�　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796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。
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　　令和３年11月５日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 令和３年度農道舗装工事

工事場所 神戸市北区淡河町南僧尾、八多町西畑

完成期限 令和４年３月30日　

工事概要 淡河町南僧尾　L=941ｍ、八多町西畑　L=150ｍ

前 払 金 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。

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

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 舗装工事業に係る建設業の許可

等級

舗装Ｂ又はＣ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

登録業種
令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「舗装」を第１希望とし

て登録していること。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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
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　　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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

提出期間

令和３年11月５日（金）～11月12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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日　　時
第１日目　令和３年11月15日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月16日（火）午前９時～午後３時

方　　法

　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。

７　開札の日時及び方法

日　　時 令和３年11月17日（水）午前10時30分

方　　法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。
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　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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797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11月５日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 新港第４突堤ガイドレール延伸等工事

工事場所 神戸市中央区新港町

完成期限 令和４年３月31日　

工事概要 ガイドレール設置　80ｍ

前 払 金 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。

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

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 土木工事業に係る建設業の許可

等級

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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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
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　　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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

提出期間

令和３年11月５日（金）～11月12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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日　　時
第１日目　令和３年11月15日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月16日（火）午前９時～午後３時

方　　法

　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。

７　開札の日時及び方法
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日　　時 令和３年11月17日（水）午前10時30分

方　　法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　　

　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
無

　�　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798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11月５日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 竜が岡２号線歩道改良工事その３

工事場所 神戸市西区竜が岡２丁目～３丁目

完成期限 令和４年３月31日　ただし、予算繰越決議の上は令和４年８月22日

工事概要

工事延長　L=199.3ｍ

道路土工　一式、構造物撤去工　一式、排水構造物工　一式、舗装工　一式、

縁石工　　一式、防護柵工　　　一式、区画線工　一式

前 払 金 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。

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。
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２　入札に参加する者に必要な資格

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

形態 単独企業

建設業の許可

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。

等級

土木一般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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号078-322-5147）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

該契約の設計書等の閲覧及び貸与については、入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法
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受付期間

令和３年11月５日（金）～11月16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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日　　時
第１日目　令和３年11月17日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月18日（木）午前９時～午後３時

方　　法

　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。

７　開札の日時及び方法

日　　時 令和３年11月19日（金）午前10時30分

方　　法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　　

　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
無

　�　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。
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神戸市公告第799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11月５日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 新落合橋補修工事

工事場所 神戸市東灘区西岡本５丁目他

完成期限 令和４年６月30日　

工事概要
支承取替工　一式、金属溶射工　10基、ひび割れ補修工　L=76ｍ、断面修復工　

一式

前 払 金 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。

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

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。）

形態 単独企業

建設業の許可

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　ただし、下請金額の総額が4,000万円（建築工事の場合は6,000万円）以

上になる場合は、特定建設業許可を必要とします。

登録業種
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）。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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。
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　※�なお、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

提出期間

令和３年11月５日（金）～11月16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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日　　時
第１日目　令和３年11月17日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月18日（木）午前９時～午後３時

方　　法

　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。

７　開札の日時及び方法

日　　時 令和３年11月19日（金）午前10時30分

方　　法

　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」

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。

　　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。
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　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　　

　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
無

　�　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800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11月５日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 多聞南小学校長寿命化改修他機械設備工事

工事場所 神戸市垂水区本多聞５丁目２－１

完成期限 令和５年１月20日

工事概要 多聞南小学校長寿命化改修他工事に伴う、機械設備工事一式

前 払 金

初年度は、前払金を支払わない。

次年度は、当該年度の出来高予定合計金額の４割以内（中間前払金は２割以内）

の額を支払う。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可

管工事業に係る建設業の許可

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

場合は、特定建設業許可を要します。

等級

管一般Ａ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

その他 　神戸市内に本店を有すること。
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　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月５日（金）～11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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日　　時
第１日目　令和３年11月24日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月25日（木）午前９時～午後３時
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方　　法

　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。

７　開札の日時及び方法

日　　時 令和３年11月26日（金）午前10時30分

方　　法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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801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11月５日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 多聞南小学校長寿命化改修他電気設備工事

工事場所 神戸市垂水区本多聞５－２－１

完成期限 令和５年１月20日
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工事概要

校舎棟長寿命化改修及び内装スケルトン改修に伴う電気設備工事

昇降口棟、屋内運動場、給食室棟、地域開放棟新築に伴う電気設備工事

上記に伴う屋外埋設配管工事一式

前 払 金

初年度は、前払金を支払わない。

次年度は、当該年度の出来高予定合計金額の４割以内（中間前払金は２割以内）

の額を支払う。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可

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。

等級　

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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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



令和３年 11月 24日 第3735号神 戸 市 公 報4603

　　は「受付最終日」と読み替えること。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月５日（金）～11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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日　　時
第１日目　令和３年11月24日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月25日（木）午前９時～午後３時

方　　法

　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。

７　開札の日時及び方法

日　　時 令和３年11月26日（金）午前10時30分

方　　法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。
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10　その他

　　

　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
無

　�　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802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11月５日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 中央卸売市場本場卸売棟電気室他外壁改修他工事

工事場所 神戸市兵庫区中之島１丁目１

完成期限 令和４年３月31日

工事概要 防水改修、外壁改修、塗装改修

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可

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。

等級

建築一般Ｂ又はＣ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

建築一般の総合点数が900点以上

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における総合点数をいう。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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。）
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　である場合、次の要件を満たしていること。

　・�平成28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月５日（金）～11月22日（月）

　※�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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日　　時
第１日目　令和３年11月24日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月25日（木）午前９時～午後３時

方　　法

　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
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説明書等によります。

７　開札の日時及び方法

日　　時 令和３年11月26日（金）午前10時30分

方　　法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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803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11月５日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 甲南町３丁目地区他汚水管改築更新工事

工事場所 神戸市東灘区甲南町３丁目他

完成期限 令和５年１月20日

工事概要
管きょ更生工　　　φ200ｍｍ　L=18.66ｍ、φ250ｍｍ　L=1,152.17ｍ、

管きょ工（開削）　K１φ200ｍｍ　L=1.25ｍ、φ250ｍｍ　L=19.60ｍ、
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マンホール工　一式、取付管及びます工　一式、付帯工　一式

前 払 金
各会計年度に、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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可

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。

登録業種
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）。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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。　　　　

�　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28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。

�　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28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。
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　※�なお、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月５日（金）～11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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日　　時
第１日目　令和３年11月24日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月25日（木）午前９時～午後３時

方　　法

　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。

７　開札の日時及び方法

日　　時 令和３年11月26日（金）午前10時30分

方　　法

　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」

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。
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　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　　

　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
無

　�　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804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11月５日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 山手幹線（灘）その５工区車道拡幅工事

工事場所 神戸市灘区将軍通３丁目～神前町３丁目

完成期限 令和４年３月31日　ただし、予算繰越決議の上は令和４年11月30日

工事概要

工事延長　L=380ｍ

土工一式、排水構造物工　L＝98ｍ、舗装工A＝7,365㎡、区画線工一式、照

明工一式、仮設工一式

前 払 金 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。

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

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。）

形態 単独企業

建設業の許可

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。

等級

土木Ａ又はＢ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。
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その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

提出期間

令和３年11月５日（金）～11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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日　　時 第１日目　令和３年11月24日（水）午前９時～午後８時
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第２日目　令和３年11月25日（木）午前９時～午後３時

方　　法

　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。

７　開札の日時及び方法

日　　時 令和３年11月26日（金）午前10時30分

方　　法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　　

　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
無

　�　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805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11月５日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 西神中央駅西側駅前広場昇降機及び上屋新築他工事

工事場所 神戸市西区糀台５丁目
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完成期限 令和４年３月31日　ただし、予算繰越の上は令和４年10月31日

工事概要

鉄骨造２階建て　昇降機棟新築工事一式

鉄骨造２階建て　エスカレーター及び上屋新築工事一式

上記に伴う既存歩道橋改修工事一式

上記に伴う電気設備、昇降機設備工事一式

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可

建築工事業及び土木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（土木工事の場合は4,000万円）以上と

なる場合には、特定建設業の許可を必要とします。

等級　

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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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
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　　は「受付最終日」と読み替えること。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月５日（金）～11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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日　　時
第１日目　令和３年11月24日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月25日（木）午前９時～午後３時

方　　法

　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。

７　開札の日時及び方法

日　　時 令和３年11月26日（金）午前10時30分

方　　法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。
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10　その他

　　

　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

　�　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806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11月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 しあわせの村総合センター・研修館受変電設備改修工事

工事場所 神戸市北区しあわせの村１番１号

完成期限 令和４年３月18日

工事概要 しあわせの村�総合センター及び研修館の受変電設備の改修工事を行う。

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 電気工事業に係る建設業の許可

等級　

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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。
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�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月５日（金）～11月12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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年11月15日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月16日（火）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年11月17日（水）午前10時30分

方 　 法 　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
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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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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807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11月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 夢野白川線舗装補修工事

工事場所 神戸市長田区～北区

完成期限 令和４年３月31日

工事概要
縦溝粗面型ハイブリット舗装　10,260㎡、路面切削工　10,260㎡、区画線工　

一式

前 払 金 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。

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。

２　入札に参加する者に必要な資格

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

建設業の許可

舗装工事業に係る建設業の許可

　ただし、下請金額の総額が4,000万円（建築の場合は6,000万円）以上に

なる場合は、特定建設業許可を要します。

等級 舗装Ａ

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月５日（金）～11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～
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午後８時）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 � 時
第１日目　令和３年11月24日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月25日（木）午前９時～午後３時

方 � 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 � 時 令和３年11月26日（金）午前10時30分

方 　 � 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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808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。
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　　令和３年11月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 六甲アイランド北物揚場高潮対策工事

工事場所 神戸市東灘区向洋町東１丁目　向洋町西１丁目

完成期限 令和４年３月31日　ただし、予算繰越決議の上は令和５年１月31日

工事概要

撤去工　一式、排水構造物工　194ｍ、附帯工　一式、土工　一式、舗装工

20,961㎡、仮設工　一式、擁壁工　955ｍ、防潮施設工　６基、階段工　６箇

所、安全施設工　一式

前 払 金 請負金額の４以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。

そ の 他
この入札は、簡易型 （実績確認型） 総合評価落札方式を適用し、開札後に入

札参加資格の審査を行う。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可

土木工事業に係る建設業の許可

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

場合は、特定建設業許可を要します。

等級

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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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。
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　・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、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、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。

３　総合評価に関する事項

評 価 基 準
　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。

評価の方法

　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）

４　入札に必要な書類を示す場所

　��郵便番号650-8570　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

提出期間

令和３年11月５日（金）～11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）

提出場所 契約監理課

７　入札の日時及び方法

日　　時
第１日目��令和３年11月24日（水）午前９時～午後８時

第２日目��令和３年11月25日（木）午前９時～午後３時

方　　法

　電子入札システムにより、当該入札案件を検索の後、当該入札案件について

「内訳書」を添付して「入札書」を送信した後、「入札書」、「入札書受信確認通

知」及び「入札書受付票」を確認し、印刷、保存すること。

８　技術資料提出の日時及び方法

　�　技術資料の提出は原則として電子メールによるものとします。やむを得ない場合、持参ま

たは事業者の費用負担による郵送（簡易書留郵便）を認めます。

　　電子メールの場合
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日　　時 令和３年11月25日（木）午後３時まで

方　　法
技術資料を添付し、次のアドレスへ送信すること。

nyusatu-kouji@office.city.kobe.lg.jp

　　持参の場合

日　　時
第１日目　令和３年11月24日（水）午前９時～正午、午後１時～午後５時

第２日目　令和３年11月25日（木）午前９時～正午、午後１時～午後３時

場　　所
郵便番号650-8570　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

契約監理課

　　郵送の場合

方　　法
技術資料を封筒（様式は自由）に入れ、封筒の表に「技術資料在中」と朱書し、

簡易書留郵便で送付すること。

日　　時
令和３年11月25日 （木）の午後５時までに、本市 （本庁舎）に到着する文書

の直接窓口である行財政局業務改革課に到着していること。

あ�て�先 契約監理課

９　開札予定日時及び方法

　　入札価格の開札

日　　時 令和３年11月26日（金）午前10時30分を予定

方　　法

　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」

　　評価値による開札

日　　時 令和３年12月３日（金）午前10時30分を予定

方　　法

　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」

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
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　　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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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809号

　都市再開発法（昭和44年法律第38号）第38条第２項において準用する同法第19条第４項の規

定により、神戸国際港都建設事業垂水中央東地区第一種市街地再開発事業の施行地区及び工区

並びに設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供するので、都市再開発法施行令（昭和44年

政令第232号）第２条の２の規定により公告します。

　　令和３年11月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　縦覧の期間

　　令和３年11月９日から法第45条第６項又は第100条第２項の公告の日まで

２　縦覧の場所

　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番30号三宮国際ビル８階

　　神戸市都市局地域整備推進課

３　縦覧時間

　　閉庁日を除く午前９時00分から午後５時00分まで

神戸市公告第811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11月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項
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工 事 名 ものづくり工場Ｄ棟立体駐車場改修工事

工事場所 神戸市兵庫区和田山通１－２－25

完成期限 令和４年３月31日　ただし、予算繰越決議の上は令和４年４月28日

工事概要

２段式立体駐車場（49基）

塗装改修工事　一式

穴あき部、凹み部補修工事　一式

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 塗装工事業に係る建設業の許可

登録業種
令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「塗装」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）。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。
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３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月10日（水）～11月16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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 � 時
第１日目　令和３年11月17日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月18日（木）午前９時～午後３時

方 � 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 � 時 令和３年11月19日（金）午前10時30分

方 　 � 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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
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　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
無

　�　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812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11月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 獅子掛１号線防災対策工事

工事場所 神戸市垂水区塩屋町３丁目

完成期限 令和４年３月31日

工事概要

【施工延長：L=128ｍ】

法面工　A=381㎡、　構造物撤去工　一式、　擁壁補修工　一式、

伐採工　A=381㎡、　防護柵工　L=12ｍ、　　仮設工　一式

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

登録業種
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）。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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
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　�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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月10日（水）～11月16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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 � 時
第１日目　令和３年11月17日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月18日（木）午前９時～午後３時

方 � 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 � 時 令和３年11月19日（金）午前10時30分

方 　 � 法
　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。
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　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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813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11月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 福田南公園施設改修工事

工事場所 福田南公園（神戸市垂水区福田４丁目２）

完成期限 令和４年２月28日

工事概要

公園施設撤去　一式、雨水排水設備工　一式、

インターロッキングブロック舗装工-１　一式、複合遊具　一基、水飲み台

工　一基、シェルター工　一基　他

前 払 金 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。

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。

２　入札に参加する者に必要な資格

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

建設業の許可 造園工事業の建設業の許可

等級

造園一般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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月10日（水）～11月16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～
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　　午後８時）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 � 時
第１日目　令和３年11月17日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月18日（木）午前９時～午後３時

方 � 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 � 時 令和３年11月19日（金）午前10時30分

方 　 � 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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814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。
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　　令和３年11月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 結場下公園改修工事

工事場所 神戸市北区有野中町３丁目13（結場下公園）

完成期限 令和４年３月31日

工事概要

インターロッキングブロック舗装工　65㎡、真砂土敷均し工（B）�635㎡、

縁石ブロック工（F）26㎡、二連ブランコ工　一基、スライド遊具　二基、

複合遊具　一基、健康遊具　一基、水飲み台工　一基　他

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 造園工事業の建設業の許可

等級

造園一般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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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
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　　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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月10日（水）～11月16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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 � 時
第１日目　令和３年11月17日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月18日（木）午前９時～午後３時

方 � 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 � 時 令和３年11月19日（金）午前10時30分

方 　 � 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。
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　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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815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11月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 平磯海づり公園釣台手すり他改修工事

工事場所 神戸市垂水区平磯１丁目１－66

完成期限 令和４年３月20日

工事概要 手すり他改修工事

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 建築工事業に係る建設業の許可

等級

建築一般Ｂ又はＣ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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
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　　�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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月10日（水）～11月16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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 � 時
第１日目　令和３年11月17日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月18日（木）午前９時～午後３時

方 � 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法
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日 　 � 時 令和３年11月19日（金）午前10時30分

方 　 � 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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816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11月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 こうべ市民福祉交流センタートイレ改修工事その３

工事場所 神戸市中央区磯上通３丁目１－32

完成期限 令和４年３月14日

工事概要 トイレ改修工事、これに伴う電気・機械設備工事

前 払 金 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。

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。

２　入札に参加する者に必要な資格

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

建設業の許可 建築工事業に係る建設業の許可

等級

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月10日（水）～11月16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～
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　　午後８時）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 � 時
第１日目　令和３年11月17日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月18日（木）午前９時～午後３時

方 � 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 � 時 令和３年11月19日（金）午前10時30分

方 　 � 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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817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11月10日
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 六甲アイランド第２労働者休憩所公衆便所改修工事

工事場所 神戸市東灘区向洋町東４丁目

完成期限 令和４年３月25日

工事概要 公衆便所改修工事、外壁改修工事、これらに伴う電気・機械設備工事

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 建築工事業に係る建設業の許可

等級

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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
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　　は「受付最終日」と読み替えること。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月10日（水）～11月16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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 � 時
第１日目　令和３年11月17日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月18日（木）午前９時～午後３時

方 � 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 � 時 令和３年11月19日（金）午前10時30分

方 　 � 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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
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　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
無

　�　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818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11月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 淡河環境センター排水管理施設改修工事

工事場所
神戸市北区淡河町野瀬字南山

神戸市環境局淡河環境センター排水管理施設

完成期限 令和４年３月31日

工事概要
本工事は、淡河環境センター排水管理施設において空気圧縮機・ブロワ設備

等の更新を行い、施設の安定稼働を目的として実施するものである。

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 機械器具設置工事業に係る建設業の許可

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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
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　　ること。

　・�平成28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月10日（水）～11月16日（火）

　※�神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除く、電子入札シ

ステムの稼動時間内（午前９時～午後８時）

　※�紙書類を郵送で提出する場合は、受付期間の最終日の午後５時までに契約

監理課に必着のこと。

　※�持参による場合は、本市の休日を除く　午前９時～正午、午後１時～午後

５時

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 � � 時
第１日目　令和３年11月17日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月18日（木）午前９時～午後３時

方 � � 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 � � 時 令和３年11月19日（金）午前10時30分
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方 � � 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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819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11月10日

　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 大井住宅屋上防水改修工事

工事場所 神戸市兵庫区大井通１丁目１－４

完成期限 令和４年３月18日

工事概要
昭和54年度建設　RC造５階建�共同住宅�延べ面積　2,469㎡

屋上防水改修工事　一式

前 払 金 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。

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。

２　入札に参加する者に必要な資格

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

建設業の許可 防水工事業に係る建設業の許可

登録業種
令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「防水」を希望業種とし

て登録していること（希望順位は問わない）。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月10日（水）～11月16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）
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提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 � 時
第１日目　令和３年11月17日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月18日（木）午前９時～午後３時

方 � 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 � 時 令和３年11月19日（金）午前10時30分

方 　 � 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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820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11月10日
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 垂水駅西Ｂ駐輪場改修工事

工事場所 神戸市垂水区海岸通

完成期限 令和４年３月31日

工事概要

工場製作工　一式、道路土工　一式、舗装工　一式、道路付属施設工　一式、

防護柵工　一式、区画線工　一式、構造物撤去工　一式、橋梁補修工　一式、

現場塗装工　一式、床版補修工　一式、補強部材取付工　一式、仮設工　一

式

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可

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。

等級

土木一般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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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。
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　※�なお、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月10日（水）～11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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 � 時
第１日目　令和３年11月24日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月25日（木）午前９時～午後３時

方 � 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 � 時 令和３年11月26日（金）午前10時30分

方 　 � 法

　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」

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。

　　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。
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　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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821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11月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 西須磨方面第32号線拡幅工事

工事場所 神戸市須磨区桜木町１丁目～２丁目

完成期限 令和４年３月31日　

工事概要
土工　一式、車道舗装工　431㎡、排水構造物工　一式、歩道舗装工　68㎡、

縁石工　一式、区画線工　40ｍ、　防止柵工　一式、　構造物撤去工　一式

前 払 金 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。

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

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 土木工事業に係る建設業の許可

等級

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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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
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�

　る場合、次の要件を満たしていること。　

　・�平成28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

提出期間

令和３年11月10日（水）～11月16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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年11月17日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月18日（木）午前９時～午後３時

方 　 法

　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



令和３年 11月 24日 第3735号神 戸 市 公 報 4648

説明書等によります。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年11月19日（金）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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822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11月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 須磨港小船溜護岸嵩上げ工事

工事場所 神戸市須磨区若宮町１丁目

完成期限 令和４年３月31日　

工事概要 上部コンクリート工　96ｍ、舗装工　722㎡

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

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 土木工事業に係る建設業の許可

等級

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。

その他�

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

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

　　契約監理課（電話番号078-322-5147）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

該契約の設計書等の閲覧及び貸与については、入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法
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提出期間

令和３年11月10日（水）～11月16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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年11月17日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月18日（木）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年11月19日（金）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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。
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神戸市公告第823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11月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 HAT神戸なぎさ公園受変電設備他更新工事

工事場所 神戸市中央区脇浜海岸通１丁目

完成期限 令和４年３月31日

工事概要 HAT神戸にあるなぎさ公園の受変電設備及び照明器具の更新工事一式

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 電気工事業に係る建設業の許可

登録業種
令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において、「電気専門」を登録業

種としていること（希望順位は問わない）。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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。
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　※�なお、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月10日（水）～11月16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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 � � 時
第１日目　令和３年11月17日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月18日（木）午前９時～午後３時

方 � � 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 � � 時 令和３年11月19日（金）午前10時30分

方 � � 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。
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　　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

　

　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
無

　�　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824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11月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 六甲大橋航空障害灯更新工事

工事場所 神戸市東灘区住吉浜町

完成期限 令和４年３月25日

工事概要 六甲大橋の航空障害灯更新工事一式

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 電気工事業に係る建設業の許可

等級　

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。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。
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　・なお、工事実績がない場合については、65点未満とみなす。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月10日（水）～11月16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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年11月17日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月18日（木）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年11月19日（金）午前10時30分
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方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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825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11月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 アスタプラザイースト温泉ろ過逆洗水処理設備設置工事

工事場所 神戸市長田区大橋町５丁目

完成期限 令和４年２月28日

工事概要
アスタプラザイースト温泉ろ過逆洗水の処理設備を設置する機械設備工事、

電気設備工事及び建築改修工事一式

前 払 金 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。

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。

２　入札に参加する者に必要な資格
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　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は、特記なき限りその代表者を含みます。）

形態 単独企業

建設業の許可 管工事業に係る建設業の許可

等級　

管一般Ｂ又はＣ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間
令和３年11月10日（水）～11月16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
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　　�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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年11月17日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月18日（木）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年11月19日（金）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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826号
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　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11月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 舞子ポンプ場消防設備改修工事

工事場所 神戸市垂水区舞子台５丁目１

完成期限 令和４年３月25日

工事概要 舞子ポンプ場消防設備改修に伴う機械電気設備他工事一式

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 消防施設工事業に係る建設業の許可

登録業種
令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「消防施設」を希望業種

として登録していること（希望順位は問わない）。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、中の「開札予定日」は、事後審査型の総合評価落札方式
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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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月10日（水）～11月16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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年11月17日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月18日（木）午前９時～午後３時

方 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年11月19日（金）午前10時30分

方 　 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。
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　　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

　

　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
無

　�　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827号

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

第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので、同令第12条

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

により、次のとおり公告します。

　　令和３年11月10日

神戸市長��久��元��喜��造

１��落札に係る物品等の名称

　　神戸市建設局垂水処理場電気調達

２��数量

　　24,458,000キロワットアワー

３��契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４��落札者を決定した日

　　令和３年10月13日

５��落札者の氏名及び住所

　　関西電力株式会社　

　　　　代表執行役　森本　孝

　　大阪府大阪市北区中之島三丁目６番16号

６��落札金額

　　278,792,304円

７��契約の相手方を決定した手続

　�　規則第10条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者

を落札者としました。

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

　　令和３年８月４日
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神戸市公告第828号

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

第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので、同令第12条

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

により、次のとおり公告します。

　　令和３年11月10日

神戸市長��久��元��喜��造

１��落札に係る物品等の名称

　　神戸市立学校園電気調達

２��数量

　　44,050,883キロワットアワー

３��契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４��落札者を決定した日

　　令和３年10月13日

５��落札者の氏名及び住所

　　関西電力株式会社　

　　　　代表執行役　森本　孝

　　大阪府大阪市北区中之島三丁目６番16号

６��落札金額

　　728,969,586円

７��契約の相手方を決定した手続

　�　規則第10条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者

を落札者としました。

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

　　令和３年８月４日

神戸市公告第829号

　制限付一般競争入札により契約を締結するので、次のとおり公告します。

　　令和３年11月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

委 託 名 ＩＣＴ機器設置業務（工業高等専門学校）委託

業務概要
神戸市立工業高等専門学校へのＩＣＴ機器設置及び周辺部材の調達・設置に

係る設計・施工・工事監理業務

履行場所 神戸市立工業高等専門学校
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履行期限 令和４年３月31日

２　担当部局

　　〒65-0044　神戸市中央区東川崎町１丁目３－３

　　神戸市教育委員会事務局学校支援部学校経営支援課

　　電話：078-984-0669　FAX:�078-984-0670

　　E-mail edu-joho-all@office.city.kobe.lg.jp

３　入札手続の種類

　�　この案件は、入札価格により落札者を決定する制限付一般競争方式の入札案件である。

　�　設計・施工・工事監理を、事業期間を通して一括して事業者に委託する一括発注方式によ

り実施する。

４　競争入札参加資格

　　次に掲げる条件をすべて満たしていること。

　　地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。

　　令和３年度神戸市工事請負入札参加資格を有すること。

　�　会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく

更生手続き又は再生手続きを行っている者でないこと。

　�　入札参加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

名停止基準要綱に基づく指名停止を受けていないこと。

　�　神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けていない

こと。

　　本店を市内に有する者であること。

　�　建設業法第３条第１項の規定による電気工事業と電気通信工事業の許可を受けているこ

と。

　�　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「電気工事」と「電気通信工事」の総合評定点がそれ

ぞれ500点以上であること。

５　入札に必要な書類を示す場所

　　２の担当部局

６　入札に参加する者に必要な資格の確認等

　�　この入札に参加する者に必要な資格の確認の申請書の配布及び確認結果の通知の方法並び

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。

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

提出期間

令和３年11月10日（水）～令和３年11月25日（木）

　紙書類を郵送で提出する場合は、令和３年11月24日 （水） 午後５時までに

必着のこと。また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。

　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（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
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提出場所 ２の担当部局

８　入札及び開札予定日時及び方法

日　　時 令和３年12月６日（月）午前10時

提出場所
神戸市中央区東川崎町１丁目３－３

神戸市教育委員会事務局内またはその近隣施設

方　　法

�　日時の詳細については、入札参加資格の確認とともに通知することとする。

入札の際の必要書類については持参により提出すること。

�　入札書を封筒に入れ、入札書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印し、「委託

業務名」及び「入札書在中」並びに「入札参加者名」を記載し申請する。

�　開札については、入札参加者又はその代理人の立会の上、行うものとする。

なお、当入札では、入札価格が予定価格の制限の範囲内である場合に、最

低入札価格を提示した入札者を落札者とする。

９　入札保証金

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

により免除します。

10　入札の無効

　　神戸市契約規則第12条各号に該当するとき。

　�　一の入札参加者が同一の業務において複数の入札を行ったと認められるときは、いった

ん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。

　�　提出書類に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者

としていた場合には落札決定を取り消すものとする。なお、競争入札参加資格があると確

認された者であっても、落札決定の時においてに４に規定する競争入札参加資格を満たさ

なくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。�

神戸市公告第851号

　西神住宅第２団地特定業務施設用地（神戸サイエンスパーク）における買受人の公募を次の

とおり行います。

　　令和３年11月24日

神戸市長　久　元　喜　造　

１　公募区画

所 　 　 在 用途地域 地　目 面　　積

神戸市西区井吹台東町７丁目３番10号 準工業地域 宅地 27,150.59㎡

　注　１）契約は、上記記載の面積にて締結いたします。

　　　２）公募区画の分割はできません。
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　　　３）建ぺい率は60％、容積率は200％です。

２　公募のしおり・申込用紙の配布期間・配布場所

　　配布期間

　　　令和３年11月24日（水）から令和４年１月17日（月）まで（ただし、土日祝休日は除く。）

　　公募のしおりの配布方法

　　　原則、電子データで配布　※手渡しでも可

　　�　公募のしおりを希望される方は、電子メールにてお申込みください。その際、メールの

タイトルは「神戸サイエンスパーク特定業務施設用地（第１回公募）公募のしおりの送付

について」とし、本文に下記の事項を記載してください。

　　＜記載事項＞

　　　①法人名称、部署、担当者名

　　　②電話番号

　　　③メールアドレス（データ送付先）

　　　④公募のしおりの使用目的

　　　　（申込先）メールアドレス：yuchi_kobo＠office.city.kobe.lg.jp

　　　　※申込用紙の配布方法については、公募のしおりをご確認ください。

３　現地見学会

　　令和３年12月14日（火）午後２時～午後３時

　　※要事前予約。申込み方法等は、公募のしおりをご覧ください。

　　※雨天決行。ただし、荒天の際は変更する場合があります。

４　受付期間・受付方法

　　受付期間

　　　令和４年１月４日（火）から令和４年１月17日（月）午後５時まで

　　　（ただし、土日祝休日は除く。）

　　受付方法

　　　郵送又は持参

５　申込み条件等

　　対象事業者

　　�　当該区画を買受け、かつ、新住宅市街地開発法 （昭和38年法律第134号） 第２条第８項

に規定する特定業務施設を、自ら建設し、経営しようとする事業者で、かつ、下記の申込

者の資格を有する事業者が対象となります。

　　申込者の資格

　　�　申込み時点において、当該区画にて「神戸市企業立地等の促進のための支援措置条例（令

和２年３月31日条例第46号）」 第12条第１号から第４項及び第13条第１項から第２項に規

定する特定事業、中核事業又は特例中核事業 （以下 「特定事業等」 という。）の計画の認

定を受けていること。その他、公募のしおりに定めている資格要件を満たす者。

　　その他の条件

　　�　土地利用計画との整合、土地利用上の制限、操業等の義務、権利の譲渡等の制限、連帯

保証人及び契約の履行等について、公募のしおりに定めるところによります。

６　分譲条件等
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　　分譲価格（単価）

　　　１平方メートル当たり100,000円　※特定事業等の認定による割引後の価格

　　土地売買代金

　　�　土地売買代金は、１平方メートル当たりの分譲価格（単価）に分譲面積を乗じた額とし、

1,000円未満は切捨てとします。

　　支払方法

　　　残金一括払い

　　�　土地売買契約締結の日までに土地売買代金の10％、土地引渡しの日までに土地売買代金

の総額の残額をお支払いください。

７　買受人の決定

　　買受申込書等提出された資料に基づき、買受人としての資格について審査します。

　�　の審査で買受人としての資格等を有すると判断された買受希望者が複数あった場合

は、抽選により買受人を決定し、申込者に通知します。

　�　買受人に決定した事業者と契約締結に至らなかった場合は、上記の優先順位で次点の事

業者を買受人に決定します。�

　　注　１）複数の事業者から申込みがあり抽選となった場合は、後日神戸市より連絡します。

　　　　２）選考の結果、申込みに添えない場合があることをご了承ください。

８　契約の締結

　　土地売買契約は、令和４年３月31日（木）までに締結していただきます。

　�　土地売買契約の締結は、公正証書により行います。公正証書作成費用は本市と折半して

ご負担いただきます。�

　�　契約締結後、神戸市のホームページで公募結果の公表を行います。公表する項目は、件

名、公募区画、買受人事業者名、土地売買価格とします。

９　土地の引渡し

　�　土地の引渡しは、土地売買代金及びその他本市に支払う金銭が完納された後、現状有姿

で土地引渡書により行います。また、周辺の整備等により、土地の引渡しに時間を要する

場合があります。

　　特定業務施設の建設工事の着工は、土地引渡し後となります。

　�　買受人の決定後、買受人が特定業務施設の建設計画のために地盤調査等を希望する場合

は、協議の上、土地引渡し前であっても使用を認める場合があります。

10　その他

　　公募の詳細については、公募のしおりをご覧ください。

神戸市公告第852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11月24日

神戸市長　久　元　喜　造　
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１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　　神戸市兵庫区湊川町３丁目４番１、４番23

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　神戸市東灘区西岡本７丁目17番１－401

　　Tomorrow corporation株式会社

　　　　代表取締役　和田龍馬

３　許可番号

　　令和３年６月25日　第7122号

神戸市公告第853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11月24日

神戸市長　久　元　喜　造　

１　区域を変更する都市公園

　　名称、位置及び区域

名　　　称 位　　　置 区 　 　 　 域 備考

古寺公園

住吉本町公園

東灘区住吉本町１丁目

東灘区住吉本町３丁目

神戸市建設局公園部管理課備付

けの図面のとおり

縮小

縮小

　　供用開始の年月日

　　　令和３年11月24日

神戸市公告第854号

　一般競争入札（事前審査型）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11月24日

神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

委 託 名 令和４年度港湾幹線道路及び摩耶大橋料金徴収業務等委託

業務概要 料金徴収業務、料金所等管理業務、交通情報提供業務等

履行場所
　港湾幹線道路　摩耶埠頭料金所（神戸市灘区摩耶埠頭）

�　摩耶大橋　　　摩耶大橋料金所（神戸市灘区摩耶埠頭）

履行期限 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

２　担当部局

　　〒650-0046　神戸市中央区港島中町４丁目１番１号　ポートアイランドビル６階
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　　神戸市港湾局神戸港管理事務所（電話番号：078-304-2500）

３　入札方法

　　一般競争入札（事前審査型）

４　競争入札参加資格

　　次に掲げる条件をすべて満たしていること。

　　地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。

　　令和２・３年度神戸市入札参加資格を有すること。

　�　会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく

更生手続き又は再生手続きを行っている者でないこと。

　�　入札参加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

名停止基準要綱に基づく指名停止を受けていないこと。

　�　神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けていない

こと。

　�　神戸市内に本社を有する者であること又は、落札した場合に契約開始日までに神戸市内

に本社を設置する者であること。

　�　有料道路において、料金徴収業務の元請履行実績を過去５年間（平成28年度から令和２

年度）に２年以上有する者であること。

　�　有料道路における料金徴収業務の管理・監督を行う責任者（料金事務所長）としての実

務経験が、過去５年間（平成28年度から令和２年度）に１年以上有する者を、履行期間中

専任で配置できること。（配置は２名）

５　入札説明書、仕様書等の交付期間等

　　交付期間

　　　令和３年11月24日（水）から令和３年12月14日（火）まで

　　　（土・日・祝日を除く、午前10時から正午まで及び午後２時から午後５時まで）

　　交付方法

　　　２の場所で配布します。

６　入札説明会

　　入札説明会は実施しません。

７　入札説明書、仕様書等に対する質問

　　入札説明書又は仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。

　　ア　提出方法

　　　　質問書により、電子メールで次のアドレスに送信してください。

　　　　（port_kanri@office.city.kobe.lg.jp）

　　　　なお、電話によるお問い合わせにはお答えできません。

　　イ　提出期限　令和３年12月10日（金）午後５時（必着）

　�　回答は仕様書の追補とみなし、入札説明書を交付された者全員に対して電子メールによ

り回答します。

８　入札に参加する者が１者である場合の措置

　　入札に参加する者が１者であっても、入札を執行するものとします。

９　入札に必要な書類提出の日時及び方法　　　



令和３年 11月 24日 第3735号神 戸 市 公 報 4668

　�　本件の入札に参加しようとするものは、次に掲げる書類を提出し、審査を受けなければな

りません。

日　　時
令和３年12月15日（水）から令和３年12月16日（木）

10：00～12：00、14：00～17：00

提出場所 ２の入札担当部局

方　　法

�　持参して行うこととし、郵送及び電送 （ファックス、電子メール等）によ

るものは認めません。入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出す

ること。

　入札者の確認のため、名刺等を持参すること。

　入札に必要な書類の作成要領等については、入札説明書によります。

10　入札参加資格の審査及び通知

　��　入札参加資格は、提出された書類により審査し、令和３年12月21日（火）以降に入札参

加資格審査通知書により結果を送付します。

　　なお、審査において必要がある場合、提出者に対してヒヤリングをすることがあります。

　　入札参加資格がないと認定された者には、の通知書に理由を付します。

　�　の理由を付したの通知書により通知を受けた者は、その通知日の翌日から起算して

７日 （本市の休日を除く。） 以内に、市長に対して入札参加資格がないと認定した理由の

説明を求めることができます。

　�　により説明の請求を行うときは、申立者の氏名、住所、業務名、不服のある事項及び

不服の根拠となる事項を記載の上、参加資格がないと認めた理由の説明要求書を神戸港管

理事務所に提出してください。

　�　による理由の説明の請求を受けたときは、原則として申立期限の翌日から起算して10

日（本市の休日を除く。）以内に書面により回答します。

11　�入札書の提出日時、開札予定日時及び方法

日　　時
入札書の提出日時

令和３年12月24日（金）15時を予定

場　　所 ポートアイランドビル　５階　会議室

方　　法

入札書は持参すること。

�　入札書は、上記の日時・場所において開札します。開札は、入札者又は

その代理人１名を立ち会わせて行います。ただし、入札者又はその代理人

が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わ

せるものとします。

　提出した入札書は、引換え又は取消しをすることができません。

　その他の事項は、入札説明書によります。

12　落札者の決定方法

　　最低価格の入札書（消費税抜き）を提出した者を落札者とします。

　�　入札価格が同額である場合は、くじにより落札者を定めるものとします（くじの日時及

び場所については、別途指示します。）。�
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13　入札保証金

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

により免除します。

14　入札の無効

　　神戸市契約規則第12条各号に該当するとき。

　�　一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のう

え、すべての入札書を無効とします。�

　�　11の方法によらないで提出された入札書（期限までに到達しなかった場合を含む。）は、

これを無効とします。�

　�　提出書類に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者

としていた場合には落札決定を取り消すものとします。なお、競争入札参加資格があると

確認された者であっても、落札決定の時において４に規定する競争入札参加資格を満たさ

なくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとします。�

15　予定価格

　　事前公表は行いません。

神戸市公告第855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11月24日

神戸市長　久　元　喜　造　

１　開発区域（工区）に含まれる地域の名称

　�　神戸市西区見津が丘五丁目１番８、１番９、１番10、１番11、１番12、１番13、１番14、

１番15、１番16、１番17、１番18、１番19、１番20、１番21、１番22

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都千代田区丸の内一丁目11番１号

　　神戸西プロパティー特定目的会社

　　　　取締役　松澤　和浩�

３　許可番号

　　令和２年７月14日　第7045号

　　（変更許可　令和３年７月30日　第1461号）

神戸市公告第856号

　神戸複合産業団地（神戸テクノ・ロジスティックパーク）における複合機能用地の買受人又

は借受人の公募を次のとおり行います。�

　　令和３年11月24日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　神戸市長　久　元　喜　造

１　公募区画

所 　 　 在 用途地域 地 目 面 　 積

神戸市西区見津が丘１丁目17番 準工業地域 宅地 9,688.05㎡

　注　１）契約は、上記記載面積にて締結します。

　　　２）公募区画の分割はできません。

　　　３�） 当該区画を含む区域は「神戸複合産業団地地区計画 （平成27年12月７日変更）」 が

定められています。

２　公募のしおり・申込用紙の配布（期間・配布場所）

　　配布期間

　　　令和３年11月24日（水）から令和４年１月17日（月）まで（ただし、土日祝休日は除く。）

　　公募のしおりの配布方法

　　　原則、電子データで配布　　※手渡しでも可

　　�　公募のしおりを希望される方は、電子メールにてお申込みください。その際、メールの

タイトルは「神戸テクノ・ロジスティックパーク複合機能用地（第２回公募）公募のしお

りの送付について」とし、本文に下記の事項を記載してください。

　　＜記載事項＞

　　①法人名称、部署、担当者名

　　②電話番号

　　③メールアドレス（データ送付先）

　　④公募のしおりの使用目的

　　　（申込先）�メールアドレス：yuchi_kobo@office.city.kobe.lg.jp

　　　※申込用紙の配布方法については、公募のしおりをご覧ください。

３　現地見学会

　　令和３年12月14日（火）午前10時～11時

　　※要事前予約。申込み方法等は、公募のしおりをご覧ください。

　　※雨天決行。ただし、荒天の際は変更する場合があります。

４　受付期間・受付方法

　　受付期間

　　　令和４年１月４日（火）から令和４年１月17日（月）午後５時まで

　　　（ただし、土日祝休日は除く。）

　　受付方法

　　　郵送又は持参

５　申込み条件等

　　対象事業者

　　�　当該区画を買受け又は借受け、かつ、主に神戸複合産業団地内（以下「団地内」という。）

の企業及び従業員等が利用できるサービス施設や研究開発施設等を建設し、経営しようと

する事業者が対象となります。また、製造工場等又は流通業務施設及びこれらに附帯する

施設を建設・経営し、当該区画の一部において団地内の企業及び従業員等が利用できるサー
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ビス提供を行う場合も対象となります。

　　申込者の資格

　　　公募のしおりに定める資格要件を満たす者。

　　その他の条件

　　�　土地利用計画との整合、土地利用上の制限、操業等の義務、権利の譲渡等の制限、連帯

保証人及び契約の履行等について、公募のしおりに定めるところによります。

６　分譲条件等

　　分譲価格（単価）

　　　１平方メートル当たり135,000円

　　土地売買代金

　　�　土地売買代金は、１平方メートル当たりの分譲価格（単価）に分譲面積を乗じた額とし、

1,000円未満は切捨てとします。

　　支払方法

　　①　残金一括払いの場合

　　　�　土地売買契約締結の日までに土地売買代金の10％、土地引渡しの日までに土地売買代

金の総額の残額をお支払いください。

　　②　分割払いの場合

　　　�　土地売買契約締結の日までに土地売買代金の10％、土地引渡しの日までに土地売買代

金の40％程度、２年次から毎年別途指定の日まで、残額を支払回数で割った金額及び延

納利息の合計（延納代金）をお支払いください。

　　　�　原則、延納代金の支払い回数は９回以内、所有権の取得日の翌日から起算して最長９

年以内の元金均等払いとなります。ただし、所有権の取得日の日の翌日から延納利息（年

利率[固定]0.3％）が発生します。

７　賃貸条件等

　　賃貸方法　事業用定期借地権（借地借家法第23条第２項、第３項）

　　借地期間　�10年～20年（借地権の存続期間は本市と協議の上、左記の期間内で延長する

ことはできますが、20年を超える借地期間の設定は認めません。）

　　権 利 金　なし

　　賃 　 料　１平方メートル当たり月額300円

　　保 証 金　賃料（月額）の12か月分～18か月分に相当する額

　　支払方法　�事業用定期借地権設定契約締結の日までに保証金、土地引渡しの日までに第

１回目の賃料をお支払いください。

８　買受人又は借受人の決定

　�　買受・借受申込書等提出された資料に基づき、買受人又は借受人としての資格等の有無

について審査します。

　�　複数の事業者から申込みがある場合は、の審査で買受人又は借受人としての資格等を

有すると判断された申込者を対象に、以下の優先順位で買受人又は借受人を決定します。
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(優先 2) 
勝札を得たもの 

資格を有する複数企業 

(優先 1) 
1 社のみ 

複数社※ 

抽 選 

(優先 4) 
勝札を得たもの 

(優先 3) 
1 社のみ 

複数社 

抽 選 

借受希望 買受希望 

　　※�買受希望の事業者が複数社いる場合、分割払い（延納の特約）よりも残金一括払いの事

業者を優先いたします。

　�　買受人又は借受人に決定した事業者と契約締結に至らなかった場合は、上記の優先順位

で次点の事業者を買受人又は借受人に決定します。

９　契約の締結

　�　土地売買契約又は事業用借地権設定契約は、令和４年３月31日（木）までに公正証書によ

り締結していただきます。

　�　契約締結後、神戸市のホームページで公募結果の公表を行います。公表する項目は、件名、

公募区画、買受人又は借受人事業者名、土地売買価格又は月額賃料とします。

10　土地の引渡し

　�　土地の引渡しは、土地売買代金又は賃料及びその他本市に支払う金銭が完納された後、現

地立会いの上、現状有姿で土地引渡書により行います。ただし、分割払い（延納）の場合、

延納代金を除く土地売買代金及びその他本市に支払う金銭が完納された後、現地立会いの上、

現状有姿で土地引渡書により行います。

11　その他

　　公募の詳細については，公募のしおりをご覧ください。

神戸市公告第857号

　港島クリーンセンター計量等業務に関して、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11月24日
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神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　　委託業務の名称

　　　港島クリーンセンター計量等業務

　　履行場所

　　　神戸市中央区港島９丁目12番１号

　　　神戸市環境局港島クリーンセンター内　指定場所

　　履行期間

　　　自：令和４年４月１日

　　　至：令和５年３月31日

２　入札方式

　　紙による入札とします。

３　入札に参加する者に必要な資格及び制限

　　入札に参加する者に必要な資格

　　①　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。

　　②�　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。

　　③�　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　その他不正な行為がないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市環境局施設課（電話番号078-595-6162）

　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号　三宮プラザＥＡＳＴ２階（郵便番号651-0086）

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布及び審査の通知の方法等につい

ては、入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月７日（火）午後５時まで

　　交付方法

　　�　神戸市のWebページ（https://www.city.kobe.lg.jp/a30783/kurashi/recycle/gomi/

shisetsu/facility/gomishorishisetsu/koubo2020.html）からダウンロードしてください。

　　神戸市のWebページを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市のWebページ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12月７日（火）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。）
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　　　　午後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

　　　　神戸市環境局施設課（電話番号078-595-6162）

　　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号�三宮プラザEAST２階（郵便番号651-0086）

　　ウ��交付方法

　　　　無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格審査の申請書の受付期間及び受付場所

　　受付期間

　　　公告の日から令和３年12月７日（火）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。）

　　受付場所

　　　神戸市環境局施設課（電話番号078-595-6162）

　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST２階（郵便番号651-0086）

８　入札書の提出期間、提出場所等

　　提出期間

　　　令和４年１月25日（火）�午前10時から午前11時まで

　　提出場所

　　　神戸市環境局

　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号�三宮プラザEAST地下１階

　　　（郵便番号651-0086）

　　提出書類

　　①入札書

　　②入札額内訳明細書

　　提出方法

　　　持参すること。

　　一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできません。

９　開札の日時及び場所

　　日時

　　　令和４年１月25日（火）�午前11時15分

　　場所

　　　神戸市環境局

　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST地下１階（〒651-0086）

　�　入札書の提出者は開札に立ち会ってください。場合により、再入札を行うことがありま

す。

10　入札保証金

　　神戸市契約規則第７条第２項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。

　　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　　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。
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　　入札書に記名及び押印がないとき。

　　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　　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。

　　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。

　　入札に参加する資格のない者が入札したとき。

　　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。

　　鉛筆、シャ－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。

　　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。

　�　この入札に参加する複数の者 （組合 （共同企業体を含む。）にあってはその構成員）の

関係が、以下の基準のいずれかに該当する場合には、該当する者のした入札は全て無効と

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。

　　ア　資本関係

　　　　次のいずれかに該当する二者の場合。

　　　①�　子会社等 （会社法第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。以下同じ。）と親

会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。以下同じ。）の関係にある場合

　　　②　親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

　　イ　人的関係

　　　　次のいずれかに該当する二者の場合。

　　　�　ただし、①については、会社等（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第２条

第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法 （平成11年法

律第225号） 第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社 （会社更

生法（平成14年法律第154号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を

除く。

　　　①�　一方の会社等の役員 （会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、

次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

　　　　１）株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

　　　　　（ⅰ）�会社法第２条第11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委

員である取締役

　　　　　（ⅱ）会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役

　　　　　（ⅲ）会社法第２条第15号に規定する社外取締役

　　　　　（ⅳ）�会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を

執行しないこととされている取締役

　　　　２）会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役

　　　　３）�会社法第575条第１項に規定する持分会社 （合名会社、合資会社又は合同会社を

いう。）の社員（同法第590条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合によ

り業務を執行しないこととされている社員を除く。）

　　　　４）組合の理事

　　　　５）その他業務を執行する者であって、１）から４）までに掲げる者に準ずる者

　　　②　一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
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　　　③　一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

　　ウ　その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

　　　�　組合 （共同企業体を含む。）とその構成員が、同一の入札に参加している場合その他

上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

　　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。

　　その他不正な行為があった場合。

12　落札者の決定の方法

　�　落札者の決定は、委託料の予定価格（消費税抜き）以下で、最低価格の入札書（消費税

抜き）を提出した者を落札者とします。ただし、著しく低い金額の入札書で本業務の円滑

な遂行に疑義がある場合は、低入札価格調査を行うことがあります。

　�　最低価格の入札書を提出した者が２者以上あった場合は、くじにより落札予定者を決定

します。

　�　開札の結果、すべてが予定価格を超える入札書であるなどのため、落札者がないときは、

直ちに出席している入札書の提出者に再入札をしていただくことがあります。　　　　

　�　再入札をするに当たって、１回目の入札での最低価格の入札金額のみを発表します。こ

のため、再入札書の金額は、この発表を聞いた上で当該金額未満の金額を記入してくださ

い。

　�　再入札となった場合、入札に参加する者に必要な資格の審査の申請に届け出た使用印鑑

（１回目の入札に使用した印鑑）が必要となりますが、持参できないときは、委任状を提

出することで、代理人の印を使用して入札を行うことができます。

　�　再入札により落札者が決定しない場合には、入札を打ち切ります。この場合、交渉して

落札者とすることがあります。

　�　落札者の提出した入札書が無効である場合は、２番札 （予定価格内に限る。）の者を落

札者とします。

　　�　なお、２番札の者の入札書が無効である場合は、順次繰り上げて（予定価格内に限る。）

決定します。

　�　入札結果は、すべての入札書について、提出者名、入札金額を本市ホームページ等で公

表します。

　　�　なお、審査において必要がある場合、入札書の提出者に対してヒアリングをすることが

あります。

13��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①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、行財政局契約監

理課にて、第３項①に掲げる入札参加資格の審査を受けることができます。

　�　�　ただし、令和３年12月７日（火）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。
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　��　第２項①に掲げる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

　　この契約は総価契約とします。　

　�　本計量等業務委託に係る令和４年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は、この入札

に基づく契約は締結しないことがあります。

　�　この契約は「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成22年５月26日

市長決定）」 に規定する委託契約等に該当することから、契約者が暴力団関係事業者と判

明した場合は、契約後も同要綱に基づいて除外措置を取るとともに、事業者名を公表する

場合があります。

17　Summary

　 　Contract Contents: Operation of Vehicle Scale Terminals for the Kobe City 

Minatojima Clean Center （Location: ９-12-１ Minatojima, Chuo-ku, Kobe, Japan）

　 　Deadline for submitting application form and other required documents by those 

intending to make bids: ５:00 P.M. December ７, 2021

　　Deadline for submitting bids: 11:00 A.M. January 25, 2022

　  　Applicants can obtain bid application forms at the Facilities Administration 

Division, Environment Bureau, Kobe City Government,

　　Sannomiya Plaza East ２F, ７-１-５ Isogami-dori, Chuo-ku, Kobe, Japan 651-0086.

　　TEL 078-595-6162

神戸市公告第858号

　西クリーンセンター計量等業務に関して、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11月24日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　　委託業務の名称

　　　西クリーンセンター計量等業務

　　履行場所

　　　神戸市西区伊川谷町井吹字三番鬮74番１号

　　　神戸市環境局西クリーンセンター内　指定場所

　　履行期間

　　　自：令和４年４月１日
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　　　至：令和５年３月31日

２　入札方式

　　紙による入札とします。

３　入札に参加する者に必要な資格及び制限

　　入札に参加する者に必要な資格

　　①　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。

　　②�　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。

　　③�　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　その他不正な行為がないこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市環境局施設課（電話番号078-595-6162）

　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST２階（郵便番号651-0086）

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布及び審査の通知の方法等につい

ては、入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月７日（火）午後５時まで

　　交付方法

　�　　神戸市のWebページ（https://www.city.kobe.lg.jp/a30783/kurashi/recycle/gomi/

　　shisetsu/facility/gomishorishisetsu/nishikoubo.html）からダウンロードしてください。

　　　神戸市のWebページを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市のWebページ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12月７日（火）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。）

　　　　午後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

　　　　神戸市環境局施設課（電話番号078-595-6162）

　　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST２階（郵便番号651-0086）

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格審査の申請書の受付期間及び受付場所

　　受付期間

　　　公告の日から令和３年12月７日（火）まで（本市の休日を除く。）
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　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　受付場所

　　　神戸市環境局施設課（電話番号078-595-6162）

　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST２階（郵便番号651-0086）

８　入札書の提出期間、提出場所等

　　提出期間

　　　令和４年１月26日（水）午前10時から午前11時まで

　　提出場所

　　　神戸市環境局

　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST地下１階

　　　（郵便番号651-0086）

　　提出書類

　　①入札書

　　②入札額内訳明細書

　　提出方法

　　　持参すること。

　　一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできません。

９　開札の日時及び場所

　　日時

　　　令和４年１月26日（水）�午前11時15分

　　場所

　　　神戸市環境局

　　　神戸市中央区磯上通７丁目１番５号三宮プラザEAST地下１階（〒651-0086）

　�　入札書の提出者は開札に立ち会ってください。場合により、再入札を行うことがありま

す。

10　入札保証金

　　神戸市契約規則第７条第２項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。

　　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　　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。

　　入札書に記名及び押印がないとき。

　　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　　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。

　　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。

　　入札に参加する資格のない者が入札したとき。

　　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。

　　鉛筆、シャ－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。

　　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。

　�　この入札に参加する複数の者 （組合 （共同企業体を含む。）にあってはその構成員）の
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関係が、以下の基準のいずれかに該当する場合には、該当する者のした入札は全て無効と

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。

　　ア　資本関係

　　　　次のいずれかに該当する二者の場合。

　　　①�　子会社等 （会社法第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。以下同じ。）と親

会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。以下同じ。）の関係にある場合

　　　②　親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

　　イ　人的関係

　　　　次のいずれかに該当する二者の場合。

　　　�　ただし、①については、会社等（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第２条

第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法 （平成11年法

律第225号） 第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社 （会社更

生法（平成14年法律第154号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を

除く。

　　　①�　一方の会社等の役員 （会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、

次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

　　　　１）株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

　　　　　（ⅰ）�会社法第２条第11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委

員である取締役

　　　　　（ⅱ）会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役

　　　　　（ⅲ）会社法第２条第15号に規定する社外取締役

　　　　　（ⅳ）�会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を

執行しないこととされている取締役

　　　　２）会社法第�402�条に規定する指名委員会等設置会社の執行役

　　　　３）�会社法第�575�条第１項に規定する持分会社 （合名会社、合資会社又は合同会社

をいう。）の社員（同法第590条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合に

より業務を執行しないこととされている社員を除く。）

　　　　４）組合の理事

　　　　５）その他業務を執行する者であって、１）から４）までに掲げる者に準ずる者

　　　②　一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

　　　③　一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

　　ウ　その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

　　�　�　組合 （共同企業体を含む。）とその構成員が、同一の入札に参加している場合その他

上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

　　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。

　　その他不正な行為があった場合。

12　落札者の決定の方法

　�　落札者の決定は、委託料の予定価格（消費税抜き）以下で、最低価格の入札書（消費税

抜き）を提出した者を落札者とします。ただし、著しく低い金額の入札書で本業務の円滑
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な遂行に疑義がある場合は、低入札価格調査を行うことがあります。

　�　最低価格の入札書を提出した者が２者以上あった場合は、くじにより落札予定者を決定

します。

　�　開札の結果、すべてが予定価格を超える入札書であるなどのため、落札者がないときは、

直ちに出席している入札書の提出者に再入札をしていただくことがあります。　　　　

　�　再入札をするに当たって、１回目の入札での最低価格の入札金額のみを発表します。こ

のため、再入札書の金額は、この発表を聞いた上で当該金額未満の金額を記入してくださ

い。　　　

　�　再入札となった場合、入札に参加する者に必要な資格の審査の申請に届け出た使用印鑑

（１回目の入札に使用した印鑑）が必要となりますが、持参できないときは、委任状を提

出することで、代理人の印を使用して入札を行うことができます。

　�　再入札により落札者が決定しない場合には、入札を打ち切ります。この場合、交渉して

落札者とすることがあります。

　�　落札者の提出した入札書が無効である場合は、２番札（予定価格内に限る。）の者を落札

　　者とします。

　��　なお、２番札の者の入札書が無効である場合は、順次繰り上げて（予定価格内に限る。）

決定します。

　�　入札結果は、すべての入札書について、提出者名、入札金額を本市ホームページ等で公

表します。

　　�　なお、審査において必要がある場合、入札書の提出者に対してヒアリングをすることが

あります。

13��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①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、行財政局契約監

理課にて、第３項①に掲げる入札参加資格の審査を受けることができます。

　　�　ただし、令和３年12月７日（火）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。

　�　第２項①に掲げる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

　　この契約は総価契約とします。　

　�　本計量等業務委託に係る令和４年度神戸市一般会計予算が成立しない場合は、この入札

に基づく契約は締結しないことがあります。

　�　この契約は「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成22年５月26日

市長決定）」 に規定する委託契約等に該当することから、契約者が暴力団関係事業者と判

明した場合は、契約後も同要綱に基づいて除外措置を取るとともに、事業者名を公表する
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場合があります。

17　Summary

　 　Contract Contents: Operation of Vehicle Scale Terminals for the Kobe City Nishi 

Clean Center （Location: 74-１ Azasanbankuji, Ibuki, Ikawadani-cho, Nishi-ku, Kobe, 

Japan）

　 　Deadline for submitting application form and other required documents by those 

intending to make bids: ５:00 P.M. December ７, 2021

　　Deadline for submitting bids: 11:00 A.M. January 26, 2022

　 　Applicants can obtain bid application forms at the Facilities Administration 

Division, Environment Bureau, Kobe City Government,

　　Sannomiya Plaza East ２F, ７-１-５ Isogami-dori, Chuo-ku, Kobe, Japan 651-0086.

　　TEL 078-595-6162

水 道 局

神戸市水道公告第66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11月５日

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

１　入札に付する事項

工 事 名 上唐櫃配水場場内整備工事

工事場所 神戸市北区有野町唐櫃

完成期限 令和４年３月31日

工事概要 樹木撤去工　一式、防草対策工　一式、フェンス・門扉取替工　一式

前 払 金 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。

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。

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。）

形態　　　　 単独企業

建設業の許可 土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

登録業種
令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において「土木専門・とび・土工」

を登録業種としていること（希望順位は問わない）。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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、
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　　�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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月５日（金）～11月12日（金）

　※�神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼働時間内（午前９時～

午後８時）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 時
第１日目　令和３年11月15日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月16日（火）午前９時～午後３時

方 法
　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
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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。

７　開札の日時及び方法

日 時 令和３年11月17日（水）午前10時30分

方 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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75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11月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

１　入札に付する事項

工 事 名 中央（山本通他）配水管取替工事

工事場所 神戸市中央区山本通５丁目他

完成期限
本件工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、

労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事（フレック
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ス方式）であり、発注者が示した全体工期（余裕期間と工期を合わせた期間）

内で、受注者は工期の始期日及び終期日を任意に設定できる。なお、落札者

は契約締結までに様式第８号の２により、工期の始期日及び終期日を通知す

ること。

余裕期間内は、現場代理人及び監理技術者等を配置することを要しない。ま

た、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、測量、資材の搬入、

仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う

準備は受注者の責により行うものとする。

全体工期：令和５年１月31日

（余裕期間：契約締結日から工期の始期日の前日まで）

工事概要

管布設延長：φ75-22.5ｍ、φ100-51.8ｍ、φ150-917.7ｍ、φ200-2.9ｍ

　　　　　　φ300-174.7ｍ

管撤去延長：φ75-23.7ｍ、φ100-5.5ｍ、φ150-316.4ｍ、φ200-140.7ｍ

　　　　　　φ250-234.7ｍ、φ300-268.2ｍ、φ350-168.2ｍ

前 払 金 全体の請負額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。

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。

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。）

形態　　　　 単独企業

建設業の許可

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。

等級

土木Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

施工実績

水道管開削工事（他都市含めCORINS登録のある工事）を平成23年度以降

に完成させた施工実績があること。

　また、共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

　ただし、等級が土木Ａ又はＢのものは施工実績の提出は不要とする。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。



令和３年 11月 24日 第3735号神 戸 市 公 報 4686

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月５日（金）～11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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 時
第１日目　令和３年11月24日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月25日（木）午前９時～午後３時

方 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 時 令和３年11月26日（金）午前10時30分

方 法 　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
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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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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76号

　制限付一般競争入札により契約を締結するので，次のとおり公告します。

　　令和３年11月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

１　入札に付する事項

工 事 名 花山ポンプ場受配電送水ポンプ制御設備工事

工事場所

神戸市北区山田町上谷上見山口　　　　　花山接合井

神戸市北区大池見山台14－355　　　　　�花山台配水場

神戸市北区山田町上谷上字ヒコハ12番10　上谷上高区配水場

完成期限 令和５年８月31日

工事概要

本工事は、花山ポンプ場築造に伴い、受配電設備、送水ポンプ制御設備他を

設置するもので、必要な機器を製作し、納入、据付、配線、既設盤改造、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。
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前 払 金

各会計年度ごとに、当該年度の出来高予定額の４割以内 （中間前払金は２割

以内）の額を支払う。ただし、初年度は、初年度及び翌年度の出来高予定額

の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。

２　入札に参加する者に必要な資格

　　特定建設工事共同企業体又は単独企業

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

　●形態が特定建設工事共同企業体である場合

形態　　　　 特定建設工事共同企業体

構成員の数 ２社又は３社

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

共同企業体の各構成員（代表者を含む）に関する条件

建設業の許可 電気工事業に係る特定建設業の許可

経営事項審査

の結果の点数
経営事項審査の結果において、電気工事の総合評定値が1,000点以上

その他 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。

共同企業体の代表者に関する条件

施工実績

上水道施設において、受変電盤及びポンプ制御盤（自社で製作した盤

を用いたものに限る）の新設または更新において、平成18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。

その他 出資比率が、構成員中最大であること。

　●形態が単独企業である場合

形態　　　　 単独企業

建設業の許可

電気工事業に係る建設業の許可

　ただし、下請金額の総額が4,000万円（建築の場合は6,000万円）以上に

なる場合は、特定建設業許可を要します。

経営事項審査

の結果の点数�
経営事項審査の結果において、電気工事の総合評定値が1,000点以上

施工実績

上水道施設において、受変電盤及びポンプ制御盤（自社で製作した盤を用

いたものに限る）の新設または更新において、平成18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。

その他
　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。

�　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、
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　　�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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月５日（金）～11月18日（木）　

　※�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）

提出場所 契約監理課

６　入札参加資格の審査の結果の通知

　　令和３年11月24日（水）

７　入札の日時及び方法
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日 時
第１日目　令和３年12月８日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月９日（木）午前９時～午後３時

方 法

　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。

８　開札の日時及び方法

日 時 令和３年12月10日（金）午前10時30分

方 法

　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」

９　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。

10　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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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。

11　その他

　

低入札価格調査制度

適用の有無

有

当該工事は低入札価格調査制度の適用対象工事です。低入札価格調

査基準価格を下回る入札があった場合は、低入札価格調査等を実施

の上、落札者を決定します。

失格基準価格の設定

有

当該工事は失格基準価格を設定しています。失格基準価格を下回る

入札を行なった者は、入札価格の開札時に失格とし、落札者としま

せん。

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
無

建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（特例監理

技術者）の配置について
不可

　�　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
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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77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11月５日

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

１　入札に付する事項

工 事 名 長峰山ポンプ場長峰山特１送水ポンプ設備更新工事

工事場所 神戸市灘区長峰台２丁目1041－75　神戸市水道局長峰山ポンプ場

完成期限 令和４年10月31日

工事概要 長峰山ポンプ場の長峰山特１送水ポンプ設備２台を更新する。

前 払 金 全体の請負金額の４割以内（中間払いは２割以内）の額を支払う。

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。

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。）

形態　　　　 単独企業

建設業の許可 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

その他

　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。

�　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28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。

�　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28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、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
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　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、～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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月５日（金）～11月12日（金）

　※�神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く，電子入札システムの稼働時間内（午前９時～

午後８時）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 時
第１日目　令和３年11月15日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月16日（火）午前９時～午後３時

方 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 時 令和３年11月17日（水）午前10時30分

方 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。
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　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

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

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

交 通 局

神戸市交通公告第50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11月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市交通事業管理者　城　南　雅　一

１　入札に付する事項

工 事 名 和田岬駅信号通信機器室空調設備工事

工事場所 神戸市兵庫区上庄通２丁目

完成期限 令和４年３月22日

工事概要

和田岬駅信号通信機器室のビル用マルチエアコン及び床置形除湿機を更新す

る一切の工事。

上記に伴う電気設備工事一式。

前 払 金 請負金額の４割以内（中間前払い金は２割以内）の額を支払う。

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

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 管工事業に係る建設業の許可

等級

管一般Ｂ又はＣ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

その他
　神戸市内に本店を有すること。

　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。
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�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月５日（金）～11月12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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 � 時
第１日目　令和３年11月15日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月16日（火）午前９時～午後３時

方 � 　 法 　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
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「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。

７　開札の日時及び方法

日 　 � 時 令和３年11月17日（水）午前10時30分

方 　 � 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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51号

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

第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第12条

及び神戸市交通局契約規程（昭和51年８月交規程第15号。以下「規程」という。）第27条の12

の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年11月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市交通事業管理者　城　南　雅　一

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　海岸線5000形車両用　制御装置購入
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２　予定数量

　　一式

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市交通局経営企画課

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号

４　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

５　落札者を決定した日

　　令和３年８月31日

６　落札者の氏名及び住所

　　三菱電機株式会社兵庫支店

　　　　支店長　船崎　康正

　　神戸市中央区浪花町59番地

７　落札金額

　　459,660,000円

８　契約の相手方を決定した手続

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

低の価格をもって入札した者を落札者としました。

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

　　令和３年７月７日

神戸市交通公告第52号

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

第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第12条

及び神戸市交通局契約規程（昭和51年８月交規程第15号。以下「規程」という。）第27条の12

の規定により，次のとおり公告します。

　　令和３年11月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市交通事業管理者　城　南　雅　一

１　落札に係る物品の名称及び調達の種類

　　海岸線5000形車両用　低圧電源装置購入

２　予定数量

　　一式

３　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市交通局経営企画課

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号

４　入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局契約監理課
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　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

５　落札者を決定した日

　　令和３年８月31日

６　落札者の氏名及び住所

　　東洋電機製造株式会社大阪支社

　　　　執行役員大阪支社長　今泉　博之

　　大阪市北区角田町１番１号

７　落札金額

　　275,000,000円

８　契約の相手方を決定した手続

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

低の価格をもって入札した者を落札者としました。

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

　　令和３年７月７日

神戸市交通公告第53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11月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市交通事業管理者　城　南　雅　一

１　入札に付する事項

工 事 名 名谷駅前詰所移転工事

工事場所 神戸市須磨区中落合２－３－１

完成期限 令和４年３月23日

工事概要
鉄骨造平屋建詰所の新築工事、これに伴う建築場所のフェンス等撤去工事、

舗装等外構工事、電気設備工事、機械設備工事

前 払 金 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。

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。

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。）

形態 単独企業

建設業の許可 建築工事業に係る建設業の許可

等級

建築一般Ｃ又はＤ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

その他 　神戸市内に本店を有すること。
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　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月５日（金）～11月12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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 　 � 時
第１日目　令和３年11月15日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月16日（火）午前９時～午後３時
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方 � 　 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 　 � 時 令和３年11月17日（水）午前10時30分

方 　 � 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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

　

　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
無

　�　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54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11月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市交通事業管理者　城　南　雅　一

１　入札に付する事項

工 事 名 海岸線電源装置更新工事

工事場所 神戸市長田区若松町４丁目他11箇所
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完成期限 令和５年10月31日

工事概要
本工事は、神戸市高速鉄道海岸線の交流無停電電源装置の更新。

なお、撤去はケーブルのみとし、既設装置は含まない。

前 払 金
会計年度ごとに、当該年度出来高予定額の４割以内（中間前払いは２割以内）

の額を支払う。

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。

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。）

形態　　　　　単独企業

建設業の許可

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。

登録業種
令和２・３年度神戸市競争入札参加資格において、「電気専門」を登録業種

としていること（希望順位は問わない）。

その他

　神戸市内に本店を有すること。

　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。

�　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28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。

�　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28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、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、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。

３　入札に必要な書類を示す場所
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　��郵便番号650-8570　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

受付期間

令和３年11月10日（水）～11月22日（月）

　※�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）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法

日 時
第１日目　令和３年11月24日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月25日（木）午前９時～午後３時

方 法

　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。

７　開札の日時及び方法

日 時 令和３年11月26日（金）午前10時30分

方 法

　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」

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。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。

　　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　　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
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　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
無

　�　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。






