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神戸市告示第529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12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

下水道使用料督促状 市長の印 ２ 隷書 方15

神戸市告示第530号

　次の港湾施設は、令和３年11月８日から次のとおり規模を変更した。

　　令和３年11月16日

神戸市長　久　元　喜　造

　緑地

名 称 位 置
規 模

現　　行 変 更 後

新港西緑地 中央区新港町 376.2㎡ 1,512.48㎡

神戸市告示第552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30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

告 示
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　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　魚崎浜保管所及び稗原保管所

　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

　　　　（日曜日，祝日及び12月28日から１月４日を除く）

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。

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

稗原保管所

灘区上河原通

１丁目１番

王子公園駅周辺

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７日

東灘区御影塚

町２丁目27番

20号

建設局東部建

設事務所

電話854-2191

六甲駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車 ４台

原動機付自転車 ０台

阪急御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車 ２台

原動機付自転車 ０台

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車 10台

原動機付自転車 ４台

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜

町１番５号

甲南山手駅周辺

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８日

ＪＲ住吉駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車 10台

原動機付自転車 ０台

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車 ７台

原動機付自転車 ０台

稗原保管所

灘区上河原通

１丁目１番

阪神御影駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車 ４台

原動機付自転車 １台

令和３年10

月13日

新在家駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車 １台

原動機付自転車 ０台

大石駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車 ５台

原動機付自転車 ０台
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六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車 11台

原動機付自転車 ３台

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜

町１番５号

深江駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車 ７台

原動機付自転車 ０台

令和３年10

月14日

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車 ３台

原動機付自転車 ０台

魚崎駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車 ６台

原動機付自転車 ０台

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車 ３台

原動機付自転車 ０台

稗原保管所

灘区上河原通

１丁目１番

灘駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車 ５台

原動機付自転車 ０台 令和３年10

月19日六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車 13台

原動機付自転車 ４台

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜

町１番５号

摂津本山駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車 ３台

原動機付自転車 ０台

令和３年10

月20日

岡本駅周辺 自転車 ４台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 ０台

青木駅周辺 自転車 ８台

自転車等放置禁止区域 原動機付自転車 ０台

稗原保管所

灘区上河原通

１丁目１番

灘区管内

自転車等長期放置

自転車 29台

原動機付自転車 ３台

令和３年10

月25日

六甲道駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車 ２台

原動機付自転車 ０台

魚崎浜保管所

東灘区魚崎浜

町１番５号

東灘区管内

自転車等長期放置

自転車 29台

原動機付自転車 ０台

青木駅周辺

自転車等放置禁止区域

自転車 ７台

原動機付自転車 ０台

神戸市告示第553号

　神戸市立斎場条例施行規則（昭和49年４月規則第14号）第９条第１号に規定する１月１日の

ほか、同条第２号の規定による神戸市立斎場の休場日を次のとおり定める。

　　令和３年11月30日

神戸市長　久　元　喜　造
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年　　　月 鵯越斎場 甲南斎場・西神斎場・有馬斎場

令和４年１月 ２日・９日
２日・３日（有馬斎場のみ）・５日・９日・11日・17日・23日・

29日

令和４年２月 ６日 ２日・６日・８日・14日・20日・26日

令和４年３月 ６日 ３日・６日・９日・15日・21日・27日

令和４年４月 ３日 ３日・６日・12日・18日・24日・30日（有馬斎場のみ）

令和４年５月 １日 １日・５日・11日・17日・23日・29日

令和４年６月 ５日 ２日・５日・８日・14日・20日・26日

令和４年７月 ３日 １日・３日・７日・13日・19日・25日・30日

令和４年８月 ７日・11日 ５日・７日・11日・17日・23日・27日

令和４年９月 ４日 ２日・４日・８日・14日・20日

令和４年10月 ２日 １日（有馬斎場のみ）・２日・７日・13日・19日・29日

令和４年11月 ６日 ４日・６日・10日・16日・22日・27日

令和４年12月 ４日・25日
３日（有馬斎場のみ）・４日・９日・15日・21日・25日・31日（有

馬斎場のみ）

神戸市告示第554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12月１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14日まで一般の縦覧

に供する。

　　令和３年11月30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 高津橋第15号

線

神戸市西区玉津町高津橋字原

724番１地先から

神戸市西区玉津町高津橋字原

725番４地先まで

新 14.20 最大 5.10

最小 4.90

旧 14.20 最大 4.00

最小 3.70
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公 告

神戸市公告第830号

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

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

により、次のとおり公告します。

　　令和３年11月12日

神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

　　民法（明治29年法律第89号）第601条に基づく土地の賃貸借（借地権は発生しない）

　　所在：神戸市長田区長田町１丁目１番４

　　地目：宅地

　　地積：780.97㎡（公簿面積から電柱１本相当の0.25㎡を除いた数量）

　　期間：令和４年４月１日から令和９年３月31日までの５年間

　　用途：平面駐車場（時間貸、月極駐車場を含む）

　　土地の利用制限

　　ア 　駐車場を経営するために必要な設備（精算機・カーゲート・ロック板・車止め・駐車

場案内看板・監視カメラ等）以外の建築物及び工作物の建築・築造は認めません。

　　イ 　アスファルト舗装・路面表示用塗料の塗装に類する行為については認めますが、土地

の形状を変えることはできません。また、賃貸借契約終了後に神戸市に有益費・必要費

の償還を求めることはできません。

　　最低入札価格

　　　１か月当りの賃料　金364,100円（消費税相当額を含む）とします。

２　入札に参加する者に必要な資格

　 　次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができません。また、入札不調

後の随意契約についても同様とします。

　　駐車施設の運営実績のない者。

　　当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。

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

　 　神戸市における不動産の売却または貸し付けに係る契約手続において次の事項のいずれ

かに該当すると認められるときから２年を経過しない者。その者を代理人、支配人、その

他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とします。

　　ア 　競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若し

くは不正の利益を得るために連合したとき

　　イ　落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げたとき

　　ウ　正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき

　　エ　落札したにもかかわらず正当な理由がなくて契約を締結しなかったとき

　　オ 　神戸市における一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契

約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき
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　 　借受けた土地を、暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために

利用する等公序良俗に反する用に使用しようとする者。

　　次の事項のいずれかに該当すると認められる者。

　　ア 　神戸市から直接に又は第三者を経由して不動産を買受け又は借り受けた者で、当該不

動産に係る公序良俗に反する使用の禁止の定めに違反した者。

　　イ 　アに該当する法人その他の団体の代表者、理事、取締役、支配人その他これらに類す

る地位（以下「代表者等の地位」という。）に現にある者及び違反時にあった者。

　　ウ 　ア又はイに該当する者が代表者等の地位にある法人その他の団体。

　 　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号

に規定する暴力団員もしくは役員又は実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人

等、その他暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的

に非難されるべき関係を有している者（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）第５条に該当する者）。

３　入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番30号　三宮国際ビル８階（郵便番号651-0083）

　　神戸市都市局地域整備推進課（電話番号078-595-6747）（以下、「地域整備推進課」という。）

４　入札の参加に関する要領の交付期間、交付場所及び交付方法

　　交付期間

　　 　令和３年11月12日（金）から令和３年11月26日（金）まで

　　 　ただし、紙面交付の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、「休日」という。）を除きます。また、受付時間

は午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）とします。

　　交付場所

　　ア　電子交付

　　　 　神戸市ホームページ内、市政情報＞計画・事業＞都市局の計画事業等＞市街地再開発

事業等＞市有地（駐車場用地）貸付入札実施のお知らせ（https://www.city.kobe.lg.jp/

a13150/kasituke_nyusatu/kasituke_nyusatu.html）より参照、ダウンロードしてくだ

さい。

　　イ　紙面交付

　　　　地域整備推進課窓口まで受け取りにお越しください。

　　交付方法

　　　電子交付、紙面交付共に無料（通信費、交通費等は別途ご負担ください。）

５　入札参加申込の日時及び場所

　　入札参加申込の日時

　　　令和３年11月12日（金）から令和３年11月26日（金）午後５時まで（必着）

　　 　ただし、持参の場合は休日を除きます。また、受付時間は午前９時から午後５時まで（正

午から午後１時までを除く。）とします。

　　入札参加申込の場所

　　　地域整備推進課

　　入札参加申込の方法
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　　 　必要事項を記入し、記名押印の上、郵送（特定記録郵便）にて提出してください。郵送

が間に合わない可能性がある場合は、上記５の期間内に、地域整備推進課まで持参提出

することも可能です。

６　入札保証金に関する事項

　　入札保証金の額は、金2,184,600円とします。

　 　入札に参加する者は、事前に、本市が交付する所定の納入通知書により、神戸市公金収

納取扱金融機関で入札書類の送付までに入札保証金を納入してください。

７　入札の日時、場所及び方法

　　入札の期間

　　　令和３年12月16日（木）から令和３年12月23日（木）午後５時まで（必着）

　　 　ただし、持参の場合は休日を除きます。また、受付時間は午前９時から午後５時まで（正

午から午後１時までを除く。）とします。

　　入札の場所

　　　地域整備推進課

　　入札の方法

　　 　令和３年12月９日（木）に入札書、入札保証金提出書を発送します。必要事項を記入し、

記名押印のうえ、郵送（特定記録郵便）にて提出してください。郵送が間に合わない可能

性がある場合は、上記７の期間内に、地域整備推進課まで持参提出することも可能です。

８　開札の日時及び場所

　　開札の日時

　　　令和３年12月24日（金）午前10時

　　開札の場所

　　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番30号　三宮国際ビル７階（郵便番号651-0083）

　　　神戸市都市局「701会議室」

　　開札への参加

　　 　開札への参加は任意で、必須ではありません。また、入札参加者以外が開札会場へ入場

することはできません。

　　落札者の決定方法

　　　有効な入札のうち、最も高い価格で入札した者とします。

　　 　落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、くじにより落札者を決定

します。

９　入札の無効に関する事項

　　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

　　入札書を所定の日時を過ぎて提出したとき

　　郵送型入札参加申込書または入札保証金提出書の提出がないとき

　　最低入札価格に達しない金額をもって入札したとき

　 　最低入札価格の９倍を超える金額をもって入札したとき（錯誤による桁間違いや年額賃

料にて入札してしまったと判断する。）

　　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

　　入札書に記名及び有効な押印がないとき
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　　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき

　　入札保証金を納入期限までに納付せず、又はその金額に不足があるとき

　　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

　　入札の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、シャープペンシルその他の訂正が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

　　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

　　契約締結の手続

　　　契約の締結は、令和４年２月28日（月）までに行います。

　 　本件契約には、公序良俗に反する使用の禁止として次の条件を付します。

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

２条第２号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために

利用する等公序良俗に反する用に使用してはならない。

　　本件契約には、風俗営業等の禁止として次の条件を付します。

　　 　賃貸物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）

第２条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業の用に使用して

はならない。

　 　本件一般競争入札に係る詳細は第４項に示されている入札の参加に関する要領に記載さ

れているので、その要領をご確認の上、入札へご参加いただきますようお願いします。

神戸市公告第831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12日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 令和３年度北管内照明柱設置工事

工事場所 神戸市北区　一円

完成期限 令和４年３月31日

工事概要 防犯灯柱及び基礎設置　367基

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。）
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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12日（金）～11月19日（金）
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　※ 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。

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832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12日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 中尾谷川補修工事

工事場所 神戸市中央区籠池通７丁目

完成期限 令和４年３月31日　

工事概要 護岸補修工　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

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12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」

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833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12日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 神戸駅前８号線歩道改良工事（その２）

工事場所 神戸市兵庫区新開地４丁目

完成期限 令和４年３月11日　

工事概要
工事延長　L=110ｍ

街渠工L=96ｍ　車道舗装工A=470㎡　歩道舗装工A=263㎡

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
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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

提出期間

令和３年11月12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
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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834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12日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 松本西住宅外壁改修他工事

工事場所 神戸市兵庫区松本通７丁目43号

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６月17日

工事概要
外壁改修、防水改修、塗装改修、その他改修、屋外付帯改修、共用部照明設

備改修工事

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
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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 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12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
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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835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12日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 フレール須磨千歳外壁改修他工事

工事場所 神戸市須磨区千歳町３丁目２－15

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５月10日

工事概要
外壁改修、防水改修、屋根改修、塗装改修、屋外付帯改修、共用部照明設備

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

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12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」

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836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12日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 岩原公園施設改修工事

工事場所 岩原公園（神戸市垂水区桃山台７丁目４－５）

完成期限 令和４年３月31日

工事概要

公園施設撤去　一式、給水設備工　一式、雨水排水設備工　一式、

電気設備工　一式、擁壁工　一式、植栽工　15株、インターロッキングブロッ

ク舗装工-１　一式、

複合遊具　１基、水飲み台工　１基、シェルター工　１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。
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　・ 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12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。
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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837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12日

　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 鷹取中学校放送設備更新工事

工事場所 神戸市須磨区青葉町３丁目１－１

完成期限 令和４年３月11日

工事概要 鷹取中学校の放送設備更新工事　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。
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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 電気通信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、「電気通信」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12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
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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838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12日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 一番町住宅１－３号棟照明設備改修工事

工事場所 神戸市長田区一番町３丁目

完成期限 令和４年３月31日

工事概要 市営一番町住宅１～３号棟、電気室、集会所及び外構の照明設備更新工事

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 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。

 　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12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。
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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839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12日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 妙法寺小学校教室改修工事

工事場所 神戸市須磨区妙法寺字桜ノ界地106－１

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10月28日

工事概要
教室改修工事一式、

上記に伴う設備工事一式

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。
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　・ 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12日（金）～11月26日（金）

　※ 神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く、電子入札システムの稼動時間内（午前９時～

午後８時）

提出場所 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29日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月30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。
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７　開札の日時及び方法

日 　 時 令和３年12月１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840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12日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 東山町４丁目地区他汚水管改築更新工事

工事場所 神戸市兵庫区東山町４丁目他

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

管きょ更生工　　　φ200 L=84.42ｍ、φ250 L=470.66ｍ、φ300 L=13.25ｍ

管きょ工（布設替） K１φ250 L=210.55ｍ

管きょ工（撤去）　HPφ250 L=32.80ｍ

マンホール工　一式、取付管及びます工　一式、付帯工　一式
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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

　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。

　※ 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12日（金）～11月26日（金）

　※ 神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く、電子入札システムの稼動時間内（午前９時～

午後８時）

提出場所 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29日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月30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12月１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。
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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841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12日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 新港突堤間埋立地整備工事

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

作業土工　　　　一式、　境界ブロック設置工　一式、　車道舗装工　　一式、

歩道舗装工　　　一式、　区画線工　　　一式、　　　　排水構造物工　一式、

防護柵設置工　　一式、　電気設備工　　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

　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

提出期間

令和３年11月12日（金）～11月26日（金）

　※ 神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く、電子入札システムの稼動時間内（午前９時～

午後８時）

提出場所 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29日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月30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12月１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842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12日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 宝塚唐櫃線道路防災対策工事

工事場所 神戸市北区有馬町

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
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工事概要

吹付法枠工　613ｍ

鉄筋挿入工　D22　L=6.0ｍ　46本、鉄筋挿入工　D22　L=5.5ｍ　11本、

鉄筋挿入工　D22　L=5.0ｍ　66本、鉄筋挿入工　D22　L=4.5ｍ　35本

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・土工工事業の建設業の許可

　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。

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

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
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　　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12日（金）～11月26日（金）

　※ 神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く、電子入札システムの稼動時間内（午前９時～

午後８時）

提出場所 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29日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月30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12月１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 無
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方との随意契約により締結する予定の有無

　 　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843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12日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 遠矢浜公園再整備工事

工事場所 神戸市兵庫区遠矢浜町25－１　遠矢浜公園

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６月30日

工事概要

防球ネット（幅24.0ｍ×H11.8ｍ）　２ヶ所、バックネット　１基、

防球ネット（H13.5ｍ）　72ｍ、防球ネット（H=8.5ｍ）　72ｍ、

ネットフェンス（H=3.0ｍ）　79ｍ、ダックアウト工　２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

とび・土工工事業、建築工事業又は鋼構造物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「運動施設」を第１希望

又は第２希望として登録していること。

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12日（金）～11月26日（金）

　※ 神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く、電子入札システムの稼動時間内（午前９時～

午後８時）

提出場所 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29日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月30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12月１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844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12日

　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 しあわせの村トリム園地改修工事

工事場所 神戸市北区山田町下谷上１　しあわせの村

完成期限 令和４年３月31日

工事概要

【旅立ちの村】

ゴムチップ舗装　228㎡

張芝工　37㎡　複合遊具　１基　ほか

【希望の村】　

インターロッキングブロック舗装工-２　106㎡

張芝工　385㎡、空気膜構造遊具　一式　ほか

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

　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。

等級

造園一般Ａ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において、有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

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
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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12日（金）～11月26日（金）

　※ 神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く、電子入札システムの稼動時間内（午前９時～

午後８時）

提出場所 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29日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月30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12月１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。
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神戸市公告第845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12日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 垂水処理場 １号ケーキ貯留ホッパ設備工事

工事場所 神戸市垂水区平磯１丁目１－65　垂水処理場内

完成期限 令和５年１月31日

工事概要

本工事は、垂水処理場脱水機棟搬出室の１号ケーキ貯留ホッパ他設備の設置

を行うものである。

１号ケーキ貯留ホッパ機械設備工 ・・・・・ 一式

１号ケーキ貯留ホッパ電気設備工 ・・・・・ 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

機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可

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

場合は、特定建設業許可を要します。

施工実績

下水道法上の終末処理場において、 脱水汚泥貯留装置を新設または更新す

る工事を元請として平成18年度以降に完成させた実績があること。

　ただし、補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また、共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

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
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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12日（金）～11月26日（金）

　※ 神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日(以下「本市の休日」という。)を除く、電子入札シ

ステムの稼動時間内(午前９時～午後８時）

　※ 紙書類を郵送で提出する場合は、受付期間の最終日の午後５時までに契約

監理課に必着のこと。

　※ 持参による場合は、本市の休日を除く　午前９時～正午、午後１時～午後

５時

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29日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月30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12月１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846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12日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 ポートタワー昇降機設備更新工事

工事場所 神戸市中央区波止場町５－５　ポートタワー

完成期限 令和５年７月31日

工事概要 ポートタワーの昇降機設備（１号機、２号機）の更新工事一式

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

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 機械器具設置工事業に係る建設業の許可

経営事項審査

の結果の点数
機械器具設置工事業の総合評定値が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。

 　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12日（金）～11月26日（金）

　※ 神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日(以下「本市の休日」という。)を除く、電子入札シ

ステムの稼動時間内(午前９時～午後８時）

　※ 紙書類を郵送で提出する場合は、受付期間の最終日の午後５時までに契
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　　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29日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月30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12月１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。
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神戸市公告第847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12日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 摩耶埠頭料金所他１箇所受変電設備他改修工事

工事場所 神戸市灘区　摩耶埠頭

完成期限 令和４年３月31日　予算繰越の上は令和５年３月24日

工事概要 摩耶埠頭料金所他の受変電設備他改修工事他一式

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

　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。
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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12日（金）～11月26日（金）

　※ 神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く、電子入札システムの稼動時間内（午前９時～

午後８時）

提出場所 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29日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月30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12月１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。
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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848号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第70条第１項の規定による建築協定書の提出があった

ので、同法第71条の規定により公告します。

　この建築協定書は、神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課において、関係人の縦覧に供し

ます。

　　令和３年11月15日

神戸市長　久　元　喜　造

１　建築協定の名称

　　秋葉台地区建築協定

２　建築協定区域の位置

　　神戸市西区秋葉台１丁目２番１　他　

３　縦覧期間

　　令和３年11月15日から同年12月13日まで

４　連絡先

　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番30号

　　神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課

　　電話(078)595-6555

神戸市公告第849号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第72条第１項の規定により、次のとおり公開による意

見の聴取を行いますので、関係人で御意見のある方は、御参集ください。

　　令和３年11月15日

神戸市長　久　元　喜　造
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１　建築協定の名称

　　秋葉台地区建築協定

２　建築協定区域の位置

　　神戸市西区秋葉台１丁目２番１　他　

３　公開による意見の聴取の開催日時

　　令和３年12月14日（火）

　　10時00分から10時30分まで

４　公開による意見の聴取の場所

　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番30号

　　三宮国際ビル６階

　　建築住宅局602会議室

５　連絡先

　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番30号

　　神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課

　　電話(078)595-6555

神戸市公告第850号

　一般競争入札により契約を締結するので、神戸市契約規則 （昭和39年３月規則第120号。以

下「規則」という。）第４条の規定により、次のとおり公告します。

　　令和３年11月15日

神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

　　件名

　　　令和３年度商店街魅力発信事業

　　契約期間

　　　契約締結日から令和４年３月31日まで

　　納入場所

　　　市が指定する場所

２　入札に参加するものに必要な資格

　 　本入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たしている者とします。ただし、及び

の要件は、審査の申請の受付期間の最終日までに満たすことが必要であり、の要件につい

ては、申請の受付期間の最終日から引き続き落札決定の日まで継続して満たしていることが

必要です。

　　神戸市内に本店を有している者。

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

格を有しない場合は、登記簿謄本 （又は登記事項に関する全部事項証明）、納税証明書を

併せて提出すること。

　 　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
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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。

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

続開始の決定がされている者を除く。）でないこと。

　　本市が提示する仕様書に従って事業を遅滞なく遂行できること。

３　入札に関する問い合わせ及び必要書類の提出先

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番12号（郵便番号651-0087）

　　三宮ビル東館４階

　　神戸市経済観光局商業流通課（電話番号078-984-0346）

　　E-mail：shogyo@office.city.kobe.lg.jp

４　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、審査の通知の方法等について

は、入札説明書によります。

５　入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年11月19日（金）まで

　　交付場所

　　　神戸市中央区御幸通６丁目１番12号（郵便番号651-0087）

　　　三宮ビル東館４階

　　　神戸市経済観光局商業流通課（電話番号078-984-0346）

　　交付方法

　　　無料交付

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

　　 　公告の日の翌日から令和３年11月19日（金）午後５時30分まで（神戸市の休日を定める

条例第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

　　提出場所

　　　神戸市中央区御幸通６丁目１番12号（郵便番号651-0087）

　　　三宮ビル東館４階

　　　神戸市経済観光局商業流通課（電話番号078-984-0346）

７　入札書の提出期間及び提出方法

　　提出期限

　　　令和３年11月30日（火）午後１時30分まで

　　提出場所

　　　神戸市中央区御幸通６丁目１番12号（郵便番号651-0087）

　　　三宮ビル東館４階

　　　神戸市経済観光局商業流通課（電話番号078-984-0346）

　　提出方法

　　　持参すること。

８　開札の日時及び場所
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　　令和３年11月30日（火）午後２時から

　　神戸市中央区御幸通６丁目１番12号

　　三宮ビル東館２階

　　神戸市経済観光局大会議室

９　入札保証金

　　規則第７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。

　　開札を欠席したとき。

　　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。

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

　　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の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当する場合

には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員である場

合の入札を除く。）は全て無効とする。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らない。

　　ア　資本関係

　　　 　以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及び会

社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。） 又は子会社の一方が会社

更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法

第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

　　　① 　親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。

以下同じ。）と子会社の関係にある場合

　　　② 　親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

　　イ　人的関係

　　　 　以下のいずれかの該当する二者の場合。ただし、①については、会社の一方が更生会

社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除

く。

　　　① 　一方の会社の代表権を有する者 （個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が他方の

会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合

　　　② 　一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事

再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

　　ウ　その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
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　　　①　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。

　　　② 　中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）第３条に規定する中小企業等協同

組合（以下「協同組合」という。）とその組合員の関係にある場合。

　　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　落札者の決定の方法

　　落札者の決定は、「令和３年度商店街魅力発信事業」一式の総額により行います。

　　落札者の決定は、最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

12　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。

13　苦情の申し出

　 　この入札について苦情のある者は、神戸市特定調達調査委員会へ苦情の申出をすることが

できます。

14　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２項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者も当該入札に参加す

る者に必要な資格の審査の申請書及び資料を提出することができますが、当該入札に参加す

るためには、開札の日時までに入札に参加する者に必要な資格を有すると認定され、かつ、

当該入札に参加する者に必要な資格を有しなければなりません。

神戸市公告第859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17日

　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 総合運動公園ユニバー記念競技場バリアフリー改修他工事その２

工事場所 神戸市須磨区緑台

完成期限 令和４年５月31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
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。

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
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　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17日（水）～11月26日（金）

　※ 神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く、電子入札システムの稼動時間内（午前９時～

午後８時）

提出場所 契約監理課

６　入札の日時及び方法
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日　 時
第１日目　令和３年11月29日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月30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12月１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860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17日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 千歳住宅外壁改修他工事
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工事場所 神戸市須磨区千歳町３丁目３－８

完成期限 令和４年３月28日

工事概要
外壁改修、防水改修、屋根改修、塗装改修、屋外付帯改修、共用部照明設備

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
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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17日（水）～11月26日（金）

　※ 神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く、電子入札システムの稼動時間内（午前９時～

午後８時）

提出場所 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29日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月30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12月１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 無
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方との随意契約により締結する予定の有無

　 　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861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17日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 新港東ふ頭８突労働者休憩所屋根改修他工事

工事場所 神戸市中央区小野浜町10番

完成期限 令和４年３月25日

工事概要 屋根改修、外壁改修、塗装改修工事

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
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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17日（水）～11月26日（金）

　※ 神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く、電子入札システムの稼動時間内（午前９時～

午後８時）

提出場所 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29日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月30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12月１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」
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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862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17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ＡＶ機器更新工事

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18日

工事概要 こうべ市民福祉交流センターのＡＶ機器更新工事一式。

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。
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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17日（水）～11月26日（金）

　※ 神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く、電子入札システムの稼動時間内（午前９時～

午後８時）

提出場所 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29日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月30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12月１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863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17日

　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 兵庫埠頭ジブクレーン解体撤去工事

工事場所 神戸市兵庫区築地町（兵庫埠頭）

完成期限 令和４年３月31日
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工事概要
本工事は兵庫埠頭に設置されている休止中のジブクレーン１基及び廃止して

いるキュービクル等の解体撤去の一切を行う工事である

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

　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17日（水）～11月26日（金）

　※ 神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日(以下「本市の休日」という。)を除く、電子入札シ

ステムの稼動時間内(午前９時～午後８時）

　※ 紙書類を郵送で提出する場合は、受付期間の最終日の午後５時までに契

約監理課に必着のこと。

　※ 持参による場合は、本市の休日を除く　午前９時～正午、午後１時～午後

５時

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29日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月30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12月１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
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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。

神戸市公告第864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17日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 長田楠日尾線（楠町）電線共同溝整備工事に係る舗装復旧工事

工事場所 神戸市中央区下山手通７丁目

完成期限 令和４年３月31日　

工事概要
工事延長　　L=320ｍ　　土工一式　　排水構造物工一式　　区画線工一式

車道舗装工　A=234㎡　　歩道舗装工　A=1,869㎡　

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

　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

舗装Ａ又はＢ

　ただし、入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事請

負入札参加資格における等級をいう。

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
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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

提出期間

令和３年11月17日（水）～11月26日（金）

　※ 神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く、電子入札システムの稼動時間内（午前９時～

午後８時）

提出場所 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29日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月30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12月１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865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17日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 森林植物園長谷池揚水ポンプ他ケーブル更新工事

工事場所 神戸市北区山田町上谷上字長尾１－２

完成期限 令和４年３月25日

工事概要 森林植物園における揚水ポンプ等のケーブル他更新工事一式

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
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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。

 　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17日（水）～11月26日（金）

　※ 神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く、電子入札システムの稼動時間内（午前９時～

午後８時）

提出場所 契約監理課
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６　入札の日時及び方法

日 　 時
第１日目　令和３年11月29日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月30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12月１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866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17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 三宮中央通り地下通路改修工事

工事場所 神戸市中央区三宮町１丁目他

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６月30日

工事概要

三宮中央通り地下通路改修工事

上記に伴う塗装工事一式、上記に伴う金属工事一式、

上記に伴う電気、機械設備工事一式

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。

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1,030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。）

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ｗ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17日（水）～11月30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12月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月２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12月３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867号

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

のとおり公告します。

　　令和３年11月17日

神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 （仮称）連絡ロビー・エネルギー施設他給排水設備工事

工事場所 神戸市中央区加納町６丁目５番１

完成期限 令和６年１月31日

工事概要

・ 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造　地上８階・地下１階　延4,630.81㎡　１棟　

　建設工事に伴う給排水設備工事　一式

・本庁舎１号館改修工事　一式

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

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

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
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　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　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。



令和３年 11月 30日 第3736号神 戸 市 公 報 4779

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17日（水）～11月30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

７　入札の日時及び方法

日　　時
第１日目  令和３年12月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目  令和３年12月２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

日　　時 令和３年12月２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12月１日（水）午前９時～正午、午後１時～午後５時

第２日目　令和３年12月２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12月２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
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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　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10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

　　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868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17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 垂水処理場　麗水プラント改築工事

工事場所 神戸市垂水区平磯１丁目１-65 垂水処理場内

完成期限 令和５年３月17日

工事概要

本工事は、垂水処理場の砂ろ過水を精製し、処理場施設上部の修景用水など

に有効利用するための設備等を改築更新するものである。

麗水プラント設備工 ・・・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

機械器具設置工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可

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

場合は、特定建設業許可を要します。

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

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17日（水）～11月30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12月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月２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12月３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869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17日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 天神川高潮対策工事（その１）

工事場所 神戸市東灘区御影石町１丁目

完成期限
令和４年３月31日

予算繰越決議の上は令和４年12月20日

工事概要

工事延長　L=131ｍ

擁壁護岸工　パラペットL=170ｍ、重力式擁壁L=53ｍ、

増打ちコンクリート　V=138㎥

浮力防止対策工・橋梁用高欄工　N=２橋

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
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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

土木一般の総合点数が920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。）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17日（水）～11月30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12月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月２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12月３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870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17日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造
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１　入札に付する事項

工 事 名 東灘処理場 分場２系最終沈殿池２・３号汚泥かき寄せ機機械設備工事

工事場所 神戸市東灘区魚崎南町２丁目１番23号　東灘処理場内

完成期限 令和５年２月28日

工事概要

本工事は、東灘処理場内分場２系最終沈殿池２・３号汚泥かき寄せ機の機械

設備を更新するものである。

汚泥かき寄せ機機械設備工　・・・ 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

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

　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。

施工実績

　下水道法上の終末処理場の沈殿池において、チェーンフライト式汚泥か

き寄せ機(合成樹脂製)を新設または更新する工事を元請として平成18年

度以降に完成させた実績があること。

　ただし、補修工事及び現在施工中の工事に係るものを除く。

　また、共同企業体の構成員として施工したものは実績に含めない。

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。
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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17日（水）～11月30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12月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月２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12月３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
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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。

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871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17日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 神戸三木線舗装補修工事

工事場所 神戸市西区押部谷町

完成期限 令和４年２月28日　

工事概要

舗装版切断工　　　　Ｌ=105ｍ

路面切削工　　　　　Ａ=9,050㎡

車道舗装工（中間層）Ａ=9,050㎡

車道舗装工（表　層）Ａ=9,050㎡

区画線工　一式　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
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　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

舗装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

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17日（水）～11月30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12月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月２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12月３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872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17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 神戸港陸閘等遠隔操作化機械設備工事（東神戸地区他）

工事場所 神戸市東灘区魚崎西町・魚崎南町、中央区小野浜町

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31日

工事概要

本工事は、神戸港（東神戸地区他）の既設陸閘 東神戸115、124、125、126、

SG-13（計５基）について、南海トラフ巨大地震に伴う津波対策として遠隔操

作化の実施にあたり、陸閘を電動化 （扉体・電気設備・モータや水密ゴムな

どの各種関連部品を含む）する照査設計、製作、据付、試運転及び調整まで

の一切を行うものである。

前 払 金 請負金額の４割以上（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

鋼構造物工事業及び機械器具設置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。

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

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17日（水）～11月30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12月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月２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12月３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。
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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873号

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

のとおり公告します。

　　令和３年11月17日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

工 事 名 須磨多聞線（西須磨）橋梁下部工新設工事（その２）

工事場所 神戸市須磨区天神町５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９月30日

工事概要 橋脚工　二基、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、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。
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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　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17日（水）～11月30日（火）
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　※ 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12月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目  令和３年12月２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

日　　時 令和３年12月２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12月１日（水）午前９時～正午、午後１時～午後５時

第２日目　令和３年12月２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12月２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　技術資料の審査等により保留する場合 「保留通知書」
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　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10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

　　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874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17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 川西通２丁目地区他汚水管改築更新工事

工事場所 神戸市長田区川西通２丁目他

完成期限 令和４年10月31日

工事概要

管きょ更生工　φ200ｍｍ　L=12.74ｍ、φ250ｍｍ　L=1,013.35ｍ

管きょ工(開削)　K１φ200ｍｍ　L=65.90ｍ、K１φ250ｍｍ　L=57.29ｍ

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
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　 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17日（水）～11月30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12月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月２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12月３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」
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　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875号 

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

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

により、次のとおり公告します。

　　令和３年11月17日

神戸市長  久  元  喜  造

１  入札に付する事項

　　物品の名称及び売却の種類

　　　神戸市環境局港島クリーンセンター余剰電力売却

　　予定数量

　　　35,928,002キロワットアワー

　　受給地点

　　　神戸市中央区港島９丁目12―１

　　　神戸市環境局事業部港島クリーンセンター

　　受給期間

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日

　　物品の特質等

　　　入札説明書によります。
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２  入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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開札の日までの間

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。

　 　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。

　 　電気事業法等の一部を改正する法律（平成26年法律第72号）施行後の電気事業法（以下

「新電気事業法」という。）第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、又

は新電気事業法第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録申請が完了している者、若

しくは電気事業法等の一部を改正する法律（平成26年法律第72号）附則第２条第１項の規

定に基づき、新電気事業法第２条の２の登録を受けたものとみなされる者。ただし、新電

気事業法第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録申請が完了している者は、入札ま

でに新電気事業法第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録を受けること。

３  契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

４  入札に参加する者に必要な資格の審査

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

は、入札説明書によります。

５  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１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３月

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

　　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞不用品売却入札情報」に掲載します。参加する者は入札説明書をダウンロードしてく

ださい。

　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

　　　　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ  交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  交付方法
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　　　　無料交付

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

　　　公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）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。）

　　提出場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570)

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

７  契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

８  入札書の提出期限、提出場所及び提出方法

　　提出期限

　　 　令和４年１月21日（金）午後２時まで（郵便による入札については、令和４年１月20日

（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　提出場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570)

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　提出方法

　　　持参又は郵送すること。

９  開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月27日（木）午後２時から

　　開札場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　　神戸市役所本庁舎１号館18階入札室

10  入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

11  入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

　　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。

　　入札者の資格のない者が入札したとき。
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　　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、シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

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

にある場合に該当する場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代

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

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

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

12  落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、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高価格の入札書を提出した者を落札者とします。

なお、「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税を含むものとします。

13  契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

14　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２項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。　　　　　

　　 　ただし、令和３年12月２日（木）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな　　

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

15  その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載され

た単価に基づく単価契約とします。

神戸市公告第876号

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

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

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

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

び規則第27条の５第２項の規定により、次のとおり公告します。

　　令和３年11月17日

神戸市長  久  元  喜  造

１  入札に付する事項

　　件名
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　　　児童相談システム業務機器等の賃貸借

　　数量

　　　一式

　　借入場所

　　　仕様書のとおり

　　借入期間

　　　令和４年３月31日から令和９年３月30日まで

　　賃借物品の特質等

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

２  入札方式

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

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

希望する場合は、紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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。

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

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

計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

４  特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

は、入札説明書によります。

６  入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月１日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。電子入札により

参加する者は入札説明書（電子入札用）を、紙入札により参加する者は入札説明書（紙入

札用）をダウンロードしてください。

　 　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア  交付期間

　　　 　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３
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月条例第28号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ  交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  交付方法

　　　　無料交付

７  入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　電子入札による場合

　　ア  提出期間  公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　　イ 　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システ

ムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、下記によります。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　公告の日の翌日から令和３年12月３日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

８  入札書の提出期間及び提出方法等

　　電子入札による場合

　　ア  提出期間

　　　　第１日目　令和４年１月12日（水）午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和４年１月13日（木）午前９時から午前10時まで

　　イ　提出方法

　　　　入札説明書による。

　　紙入札による場合

　　ア  提出期限

　　　 　令和４年１月13日（木）午前10時まで（書留郵便による入札については、令和４年１

月12日（水）午後５時までに、本市（本庁舎）に到着する文書の直接窓口である行財政

局業務改革課に到着していること。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  提出方法
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　　　　持参又は郵送すること。

９　開札の日時等

　　開札日時

　　　令和４年１月13日（木）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

10　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

11  入札の無効

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

８号から第10号については、紙入札の場合に限ります。

　　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。

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

　　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の関係が、中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）

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

にある場合に該当する場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代

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

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

　　前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。

12  落札者の決定の方法

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

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

内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

13  特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

14　苦情の申出

　 　この入札について苦情のある者は、神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすること

ができます。
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15  入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　 　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参加

する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を受け

ることができます。　　　　　

　 　ただし、令和３年12月３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わない

場合は、当該入札に参加することはできません。

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

時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

16　その他

　　この契約は、１月あたりの単価契約とします。

17  Summary

　　Subject matter of the contract : A lease contract for Child counseling system.

　　Quantity : Set.

　 　The closing date and time for the submission of application forms and attached 

documents for the qualification confirmation : ５:00 P.M. December ３, 2021.

　　The date and time for the submission of tenders : 10:00 A.M. January 13, 2021. 

　　A contract point where tender documents are available : Contract  　　

　　 Administration Division,Administration and Finance Bureau, Kobe City Hall, 6-5-1 

Kano-cho, Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan. 

神戸市公告第877号 

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

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

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

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

則第27条の５第２項の規定により、次のとおり公告します。

　　令和３年11月17日

神戸市長  久　元　喜　造

１  入札に付する事項

　　物品の名称

　　　神戸市環境局資源リサイクルセンター電気調達

　　予定数量

　　　1,193,637キロワットアワー

　　納入場所

　　　神戸市環境局資源リサイクルセンター

　　納入期限

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

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

２　入札方式

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

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

希望する場合は、紙による入札を認めます。

３  入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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開札の日までの間

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。

　 　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。

　 　電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３号

に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律（平

成26年法律第72号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を受け

たものとみなされる者。ただし、電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業

者の登録申請が完了している者は、入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録を受けること。

　 　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から、入札説明書に記載する基準を満た

すこと。

４  特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５  入札に参加する者に必要な資格の審査

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

は、入札説明書によります。

６  入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月１日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は入

札説明書をダウンロードしてください。

　 　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア  交付期間

　　　 　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３
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月条例第28号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ  交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  交付方法

　　　　無料交付

７  入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　電子入札による場合

　　ア  提出期間  公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　　イ 　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システ

ムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、下記によります。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　公告の日の翌日から令和３年12月３日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

８  入札書の提出期間及び提出方法等

　　電子入札による場合

　　ア  提出期間

　　　　第１日目　令和４年１月11日（火）午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和４年１月12日（水）午前９時から午前10時まで

　　イ  提出方法

　　　　入札説明書による。

　　紙入札による場合

　　ア  提出期限

　　　 　令和４年１月12日（水）午前10時まで（書留郵便による入札については、令和４年１

月11日（火）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。）

　　イ  提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  提出方法
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　　　　持参又は郵送すること。

９  開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月12日（水）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

10  入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

11  入札の無効

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

８号から第11号については、紙入札の場合に限ります。

　　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。

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

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

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

にある場合に該当する場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代

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

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

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

12  落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、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す。

なお、予定価格及び「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税を含む

ものとします。

13  特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

14　苦情の申出
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　 　この入札について苦情のある者は、神戸市特定調達等委員会へ苦情の申出をすることがで

きます。

15　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　 　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。　　　　　

　　 　ただし、令和３年12月３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

５時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

16  その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

れた単価に基づく単価契約とします。

　 　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、

当該契約は変更又は解除することができます。

17　Summary 

　 　Contract Content :Electricity to use in Environment bureau Resources recycling 

center.

　　Quantity : 1,193,637kWh

　 　Deadline for submitting application forms and other required documents by those  

intending to make bids : ５:00 p.m. December 3, 2021.

　　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 12, 2022.

　　Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration Division,

　　 Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho, Chuo-ku, Kobe 

650-8570, Japan. 

　　　TEL 078-322-5159

神戸市公告第878号 

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

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

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

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

則第27条の５第２項の規定により、次のとおり公告します。

　　令和３年11月17日

神戸市長  久　元　喜　造

１  入札に付する事項

　　物品の名称

　　　神戸市環境局事業所等10施設電気調達
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　  予定数量

　　　1,390,598キロワットアワー

　　納入場所

　　　神戸市環境局灘事業所ほか９施設

　　納入期限

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

希望する場合は、紙による入札を認めます。

３  入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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開札の日までの間

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。

　 　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。

　 　電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３号

に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律（平

成26年法律第72号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を受け

たものとみなされる者。ただし、電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業

者の登録申請が完了している者は、入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録を受けること。

　 　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から、入札説明書に記載する基準を満た

すこと。

４  特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５  入札に参加する者に必要な資格の審査

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

は、入札説明書によります。

６  入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月１日（水）午後５時まで

　　交付方法
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　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は入

札説明書をダウンロードしてください。

　  　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア  交付期間

　　　 　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ  交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  交付方法

　　　　無料交付

７  入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　電子入札による場合

　　ア  提出期間  公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　　イ 　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システ

ムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、下記によります。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期間 

　　　　公告の日の翌日から令和３年12月３日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所  

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　　電子入札による場合

　　ア  提出期間

　　　　第１日目　令和４年１月11日（火）午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和４年１月12日（水）午前９時から午前10時まで

　　イ  提出方法

　　　　入札説明書による。

　　紙入札による場合

　　ア  提出期限

　　　 　令和４年１月12日（水）午前10時まで（書留郵便による入札については、令和４年１
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月11日（火）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。）

　　イ  提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  提出方法

　　　　持参又は郵送すること。

９  開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月12日（水）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

10  入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

11  入札の無効

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

８号から第11号については、紙入札の場合に限ります。

　　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。

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

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

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

にある場合に該当する場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代

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

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

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

12　落札者の決定の方法
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　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、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す。

なお、予定価格及び「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税を含む

ものとします。

13  特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

14　苦情の申出

　 　この入札について苦情のある者は、神戸市特定調達等委員会へ苦情の申出をすることがで

きます。

15　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　 　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。　　　　　

　　 　ただし、令和３年12月３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

５時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

16  その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

れた単価に基づく単価契約とします。

　 　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、

当該契約は変更又は解除することができます。

17　Summary 

　 　Contract Content : Electricity to use in Environment bureau business Establishments 

10facilities.

　　Quantity : 1,390,598kWh

　 　Deadline for submitting application forms and other required documents by those 

intending to make bids : ５:00 p.m. December 3, 2021.

　　 Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 12, 2022.

　 　Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration Division,

　　 Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho, Chuo-ku, Kobe 

650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

神戸市公告第879号 

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

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

調達契約」という。）を締結するので、特例政令第６条並びに神戸市契約規則（昭和39年３月
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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17日

神戸市長  久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　　物品の名称

　　　神戸市環境局排水管理施設等８施設電気調達

　　予定数量

　　　5,301,838キロワットアワー

　　納入場所

　　　神戸市環境局布施畑排水管理施設ほか７施設

　　納入期限

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

希望する場合は、紙による入札を認めます。

３  入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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開札の日までの間

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。

　 　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。

　 　電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３号

に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律（平

成26年法律第72号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を受け

たものとみなされる者。ただし、電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業

者の登録申請が完了している者は、入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録を受けること。

　 　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から、入札説明書に記載する基準を満た

すこと。

４  特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階
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５  入札に参加する者に必要な資格の審査

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

は、入札説明書によります。

６  入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月１日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は入

札説明書をダウンロードしてください。

　 　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア  交付期間

　　　 　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ  交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

７  入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　電子入札による場合

　　ア  提出期間  公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　　イ 　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システ　　　

ムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、下記によります。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期間  

　　　　公告の日の翌日から令和３年12月３日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所  

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

８  入札書の提出期間及び提出方法等

　　電子入札による場合

　　ア  提出期間
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　　　　第１日目　令和４年１月11日（火）午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和４年１月12日（水）午前９時から午前10時まで

　　イ  提出方法

　　　　入札説明書による。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　 　令和４年１月12日（水）午前10時まで（書留郵便による入札については、令和４年１

月11日（火）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。）

　　イ　提出場所

    　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  提出方法

　　　　持参又は郵送すること。

９  開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月12日（水）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

10  入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

11  入札の無効

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

８号から第11号については、紙入札の場合に限ります。

　　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。

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

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。
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　 　この入札に参加する複数の者の関係が、中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）

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

にある場合に該当する場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代

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

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

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

12  落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、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す。

なお、予定価格及び「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税を含む

ものとします。

13  特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

14　苦情の申出

　 　この入札について苦情のある者は、神戸市特定調達等委員会へ苦情の申出をすることがで

きます。

15　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　 　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。　　　　　

　　 　ただし、令和３年12月３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

５時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

16  その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

れた単価に基づく単価契約とします。

　 　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、

当該契約は変更又は解除することができます。

17  Summary 

　 　Contract Content : Electricity to use in Drainage management facility and ７ other 

facilities.

　　Quantity : 5,301,838kWh

　 　Deadline for submitting application forms and other required documents by those 

intending to make bids : ５:00 p.m. December 3, 2021.

　　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 12, 2022.

　　Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration Division,

　　 Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho, Chuo-ku, Kobe 　  

650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159
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神戸市公告第880号 

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

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

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

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

則第27条の５第２項の規定により、次のとおり公告します。

　　令和３年11月17日

神戸市長  久　元　喜　造

１  入札に付する事項

　　物品の名称

　　　神戸市経済観光局中央卸売市場西部市場電気調達

　　予定数量

　　　3,085,160キロワットアワー

　　納入場所

　　　神戸市経済観光局中央卸売市場西部市場

　　納入期限

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

希望する場合は、紙による入札を認めます。

３  入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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開札の日までの間

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。

　 　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。

　 　電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３号

に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律（平

成26年法律第72号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を受け

たものとみなされる者。ただし、電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業

者の登録申請が完了している者は、入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定する
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小売電気事業者の登録を受けること。

　 　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から、入札説明書に記載する基準を満た

すこと。

４  特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５  入札に参加する者に必要な資格の審査

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

は、入札説明書によります。

６  入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月１日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は入

札説明書をダウンロードしてください。

　 　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア  交付期間

　　　 　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ  交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  交付方法

　　　　無料交付

７  入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　電子入札による場合

　　ア  提出期間  公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　　イ 　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システ

ムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、下記によります。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期間　

　　　　公告の日の翌日から令和３年12月３日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）
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　　イ　提出場所　

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

８  入札書の提出期間及び提出方法等

　　電子入札による場合

　　ア  提出期間

　　　　第１日目　令和４年１月11日（火）午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和４年１月12日（水）午前９時から午前10時まで

　　イ  提出方法

　　　　入札説明書による。

　　紙入札による場合

　　ア  提出期限

　　　 　令和４年１月12日（水）午前10時まで（書留郵便による入札については、令和４年１

月11日（火）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。）

　　イ  提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  提出方法

　　　　持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月12日（水）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

10  入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

11  入札の無効

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

８号から第11号については、紙入札の場合に限ります。

　　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。
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　　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。

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

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

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

にある場合に該当する場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代

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

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

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

12  落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、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す。

なお、予定価格及び「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税を含む

ものとします。

13　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

14　苦情の申出

　 　この入札について苦情のある者は、神戸市特定調達等委員会へ苦情の申出をすることがで

きます。

15　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　 　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。　　　　　

　　 　ただし、令和３年12月３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

５時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

16  その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

れた単価に基づく単価契約とします。

　 　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、

当該契約は変更又は解除することができます。

17  Summary 

　　Contract Content : Electricity to use in Western Kobe Wholesale Market.

　　Quantity : 3,085,160kWh

　 　Deadline for submitting application forms and other required documents by those  
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intending to make bids : ５:00 p.m. December 3, 2021.

　　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 12, 2022.

　　Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration Division,

　　 Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho, Chuo-ku, Kobe 　　

650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

神戸市公告第881号 

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

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

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

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

則第27条の５第２項の規定により、次のとおり公告します。

　　令和３年11月17日

神戸市長  久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　　物品の名称

　　　神戸市経済観光局中央卸売市場東部市場電気調達

　　予定数量

　　　6,811,000キロワットアワー

　　納入場所

　　　神戸市経済観光局中央卸売市場東部市場

　　納入期限

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

希望する場合は、紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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開札の日までの間

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。

　 　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。



令和３年 11月 30日 第3736号神 戸 市 公 報4824

　 　電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３号

に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律（平

成26年法律第72号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を受け

たものとみなされる者。ただし、電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業

者の登録申請が完了している者は、入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録を受けること。

　 　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から、入札説明書に記載する基準を満た

すこと。

４  特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

は、入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月１日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は入

札説明書をダウンロードしてください。

　 　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア  交付期間

　　　 　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  交付方法

　　　　無料交付

７  入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　電子入札による場合

　　ア  提出期間  公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）
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　　イ 　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システ

ムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、下記によります。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期間  

　　　　公告の日の翌日から令和３年12月３日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所  

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　　電子入札による場合

　　ア  提出期間

　　　　第１日目　令和４年１月11日（火）午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和４年１月12日（水）午前９時から午前10時まで

　　イ  提出方法

　　　　入札説明書による。

　　紙入札による場合

　　ア  提出期限

　　　 　令和４年１月12日（水）午前10時まで（書留郵便による入札については、令和４年１

月11日（火）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。）

　　イ  提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  提出方法

　　　　持参又は郵送すること。

９  開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月12日（水）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

10  入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

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

８号から第11号については、紙入札の場合に限ります。

　　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。

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

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

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

にある場合に該当する場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代

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

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

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

12　落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、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す。

なお、予定価格及び「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税を含む

ものとします。

13  特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

14　苦情の申出

　 　この入札について苦情のある者は、神戸市特定調達等委員会へ苦情の申出をすることがで

きます。

15　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　 　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。　　　　　

　　 　ただし、令和３年12月３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

５時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

16  その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

れた単価に基づく単価契約とします。
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　 　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、

当該契約は変更又は解除することができます。

17　Summary 

　　Contract Content : Electricity to use in Eastern Kobe Wholesale Market.

　　Quantity : 6,811,000kWh

　 　Deadline for submitting application forms and other required documents by those 

intending to make bids : ５:00 p.m. December 3, 2021.

　　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 12, 2022.

　　Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration Division,

　　 Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho, Chuo-ku, Kobe 

650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

神戸市公告第882号 

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

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

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

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

則第27条の５第２項の規定により、次のとおり公告します。

　　令和３年11月17日

神戸市長  久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　　物品の名称

　　　神戸市建設局王子動物園電気調達

　　予定数量

　　　2,777,000キロワットアワー

　　納入場所

　　　神戸市建設局王子動物園

　　納入期限

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

希望する場合は、紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。
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　 　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開札の日までの間

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。

　 　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。

　 　電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３号

に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律（平

成26年法律第72号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を受け

たものとみなされる者。ただし、電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業

者の登録申請が完了している者は、入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録を受けること。

　 　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から、入札説明書に記載する基準を満た

すこと。

４  特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５  入札に参加する者に必要な資格の審査

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

は、入札説明書によります。

６  入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月１日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は入

札説明書をダウンロードしてください。

　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア  交付期間

　　　 　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　イ　交付場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階



令和３年 11月 30日 第3736号神 戸 市 公 報 4829

　ウ  交付方法

　　　無料交付

７  入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　電子入札による場合

　　ア  提出期間  公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　　イ 　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システ

ムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、下記によります。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期間  

　　　　公告の日の翌日から令和３年12月３日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所  

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　　電子入札による場合

　　ア  提出期間

　　　　第１日目　令和４年１月11日（火）午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和４年１月12日（水）午前９時から午前10時まで

　　イ  提出方法

　　　　入札説明書による。

　　紙入札による場合

　　ア  提出期限

　　　 　令和４年１月12日（水）午前10時まで（書留郵便による入札については、令和４年１

月11日（火）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。）

　　イ  提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  提出方法

　　　　持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月12日（水）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所
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　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

10  入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

11  入札の無効

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

８号から第11号については、紙入札の場合に限ります。

　　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。

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

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

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

にある場合に該当する場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代

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

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

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

12  落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、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す。

なお、予定価格及び「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税を含む

ものとします。

13  特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

14　苦情の申出

　 　この入札について苦情のある者は、神戸市特定調達等委員会へ苦情の申出をすることがで

きます。

15　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　 　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。　　　　　

　　 　ただし、令和３年12月３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな
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い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

５時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

16　その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

れた単価に基づく単価契約とします。

　 　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、

当該契約は変更又は解除することができます。

17  Summary 

　　Contract Content : Electricity to use in Oji Zoo.

　　Quantity : 2,777,000kWh

　 　 Deadline for submitting application forms and other required documents by those  

intending to make bids : ５:00 p.m. December 3, 2021.

　　 Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 12, 2022.

　　 Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration Division,

　　 Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho, Chuo-ku, Kobe 

650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

神戸市公告第883号 

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

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

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

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

則第27条の５第２項の規定により、次のとおり公告します。

　　令和３年11月17日

神戸市長  久　元　喜　造

１  入札に付する事項

　　物品の名称

　　　神戸市港湾局新港第４突堤電気調達

　　予定数量

　　　831,900キロワットアワー

　　納入場所

　　　神戸市港湾局新港第４突堤

　  納入期限

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　  物品の特質等

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

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

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

希望する場合は、紙による入札を認めます。

３  入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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開札の日までの間

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。

　 　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。

　 　電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３号

に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律（平

成26年法律第72号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を受け

たものとみなされる者。ただし、電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業

者の登録申請が完了している者は、入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録を受けること。

　 　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から、入札説明書に記載する基準を満た

すこと。

４  特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５  入札に参加する者に必要な資格の審査

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

は、入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月１日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は入

札説明書をダウンロードしてください。

　 　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア  交付期間

　　　 　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ  交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  交付方法

　　　　無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　　イ 　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システ

ムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、下記によります。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期間  

　　　　公告の日の翌日から令和３年12月３日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所  

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-32-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号65-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　　電子入札による場合

　　ア  提出期間

　　　　第１日目　令和４年１月11日（火）午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和４年１月12日（水）午前９時から午前10時まで

　　イ  提出方法

　　　　入札説明書による。

　　紙入札による場合

　　ア  提出期限

　　　 　令和４年１月12日（水）午前10時まで（書留郵便による入札については、令和４年１

月11日（火）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。）

　　イ  提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  提出方法

　　　　持参又は郵送すること。
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９  開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月12日（水）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

10  入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

11  入札の無効

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

８号から第11号については、紙入札の場合に限ります。

　　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。

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

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

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

にある場合に該当する場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代

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

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

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

12  落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、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す。

なお、予定価格及び「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税を含む

ものとします。

13  特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　 　日本語及び日本国通貨に限ります。

14　苦情の申出

　 　この入札について苦情のある者は、神戸市特定調達等委員会へ苦情の申出をすることがで
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きます。

15　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　 　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。　　　　　

　　 　ただし、令和３年12月３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

５時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

16  その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

れた単価に基づく単価契約とします。

　 　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、

当該契約は変更又は解除することができます。

17  Summary 

　　Contract Content : Electricity to use in Shinko Pier 4.

　　Quantity : 831,900kWh

　 　Deadline for submitting application forms and other required documents by those 

intending to make bids : ５:00 p.m. December 3, 2021.

　　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 12, 2022.

　　Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration Division,

　　 Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho, Chuo-ku, Kobe 

650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

神戸市公告第884号 

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

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

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

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

則第27条の５第２項の規定により、次のとおり公告します。

　　令和３年11月17日

神戸市長  久　元　喜　造

１  入札に付する事項

　　物品の名称

　　　神戸市消防局消防署所18施設高圧電力電気調達

　　予定数量

　　　3,046,878キロワットアワー
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　　納入場所

　　　神戸市消防局消防署所18施設

　　納入期限

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

希望する場合は、紙による入札を認めます。

３  入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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開札の日までの間

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。

　 　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。

　 　電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３号

に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律（平

成26年法律第72号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を受け

たものとみなされる者。ただし、電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業

者の登録申請が完了している者は、入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録を受けること。

　 　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から、入札説明書に記載する基準を満た

すこと。

４  特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５  入札に参加する者に必要な資格の審査

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

は、入札説明書によります。

６  入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月１日（水）午後５時まで

　 　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は入
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札説明書をダウンロードしてください。

　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア  交付期間

　　　 　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  交付方法

　　　　無料交付

７  入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　 　電子入札による場合

　　ア　提出期間  公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　　イ 　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システ

ムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、下記によります。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期間  

　　　　公告の日の翌日から令和３年12月３日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所  

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

８  入札書の提出期間及び提出方法等

　　電子入札による場合

　　ア  提出期間

　　　　第１日目　令和４年１月11日（火）午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和４年１月12日（水）午前９時から午前10時まで

　　イ  提出方法

　　　入札説明書による。

　　紙入札による場合

　　ア  提出期限

　　　 　令和４年１月12日（水）午前10時まで（書留郵便による入札については、令和４年１

月11日（火）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。）
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　　イ  提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

　　　　持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月12日（水）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

10  入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

11  入札の無効

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

８号から第11号については、紙入札の場合に限ります。

　　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。

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

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

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

にある場合に該当する場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代

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

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

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

12  落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、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す。
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なお、予定価格及び「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税を含む

ものとします。

13  特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

14　苦情の申出

　 　この入札について苦情のある者は、神戸市特定調達等委員会へ苦情の申出をすることがで

きます。

15　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　 　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。　　　　　

　　 　ただし、令和３年12月３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

５時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

16  その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

れた単価に基づく単価契約とします。

　 　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、

当該契約は変更又は解除することができます。

17　Summary 

　　Contract Content : Electricity to use in 18 Fire Stations of Kobe City Fire Bureau.

　　Quantity : 3,046,878kWh

　 　Deadline for submitting application forms and other required documents by those 

intending to make bids : ５:00 p.m. December 3, 2021.

　　 Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 12, 2022.

　　Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration Division,

　　 Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho, Chuo-ku, Kobe 

650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159

神戸市公告第885号 

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

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

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

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

則第27条の５第２項の規定により、次のとおり公告します。

　　令和３年11月17日
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神戸市長  久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　　物品の名称

　　　神戸市立工業高等専門学校電気調達

　　予定数量

　　　1,530,000キロワットアワー

　　納入場所

　　　神戸市立工業高等専門学校

　　納入期限

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

希望する場合は、紙による入札を認めます。

３  入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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開札の日までの間

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。

　 　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。

　 　電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３号

に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律（平

成26年法律第72号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を受け

たものとみなされる者。ただし、電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業

者の登録申請が完了している者は、入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録を受けること。

　 　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から、入札説明書に記載する基準を満た

すこと。

４  特定調達契約に関する事務を担当する部局及び契約条項を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

は、入札説明書によります。
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６  入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月１日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は入

札説明書をダウンロードしてください。

　 　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア  交付期間

　　　 　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ  交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  交付方法

　　　　無料交付

７  入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　電子入札による場合

　　ア  提出期間  公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼動時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　　イ 　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システ

ムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、下記によります。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期間　

　　　　公告の日の翌日から令和３年12月３日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

８  入札書の提出期間及び提出方法等

　　電子入札による場合

　　ア  提出期間

　　　　第１日目　令和４年１月11日（火）午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和４年１月12日（水）午前９時から午前10時まで

　　イ  提出方法
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　　　　入札説明書による。

　　紙入札による場合

　　ア  提出期限

　　　 　令和４年１月12日（水）午前10時まで（書留郵便による入札については、令和４年１

月11日（火）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。）

　　イ  提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  提出方法

　　　　持参又は郵送すること。

９  開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月12日（水）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

10  入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

11  入札の無効

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

８号から第11号については、紙入札の場合に限ります。

　　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。

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

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。　　

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

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

にある場合に該当する場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代
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表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし、該当する者

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

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

12　落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、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す。

なお、予定価格及び「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税を含む

ものとします。

13  特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

14　苦情の申出

　 　この入札について苦情のある者は、神戸市特定調達等委員会へ苦情の申出をすることがで

きます。

15　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加　

　 　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。　　　　　

　　 　ただし、令和３年12月３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

５時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

16  その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

れた単価に基づく単価契約とします。

　 　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、

当該契約は変更又は解除することができます。

17  Summary 

　　Contract Content : Electricity to use in Kobe City College of Technology.

　　Quantity : 1,530,000kWh

　 　Deadline for submitting application forms and other required documents by those 

intending to make bids : ５:00 p.m. December 3, 2021.

　　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 12, 2022.

　　Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration Division,

　　 Administration and Finance Bureau, City of Kobe. 6-5-1, Kano-cho, Chuo-ku, Kobe 　　

650-8570, Japan. 

　　TEL 078-322-5159
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神戸市公告第886号 

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

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

により、次のとおり公告します。

　　令和３年11月17日

神戸市長  久  元  喜  造

１　入札に付する事項

　　物品の名称及び売却の種類

　　　神戸市環境局西クリーンセンター余剰電力売却

　　予定数量

　　　28,078,000キロワットアワー

　　受給地点

　　　神戸市西区伊川谷町井吹字三番鬮74-１

　　　神戸市環境局事業部西クリーンセンター

　　受給期間

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日

　　物品の特質等

　　　入札説明書によります。

２  入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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開札の日までの間

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。

　 　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。

　 　電気事業法等の一部を改正する法律（平成26年法律第72号）施行後の電気事業法（以下

「新電気事業法」という。）第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、又

は新電気事業法第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録申請が完了している者、若

しくは電気事業法等の一部を改正する法律（平成26年法律第72号）附則第２条第１項の規

定に基づき、新電気事業法第２条の２の登録を受けたものとみなされる者。ただし、新電

気事業法第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録申請が完了している者は、入札ま

でに新電気事業法第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録を受けること。

３  契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

４  入札に参加する者に必要な資格の審査

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

は、入札説明書によります。
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５  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１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３月

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

　　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞不用品売却入札情報」に掲載します。参加する者は入札説明書をダウンロードしてく

ださい。

　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア  交付期間

　　　　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ  交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  交付方法

　　　　無料交付

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

　　　公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）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。）

　　提出場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号 (郵便番号650-8570)

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

７  契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号 (郵便番号650-8570)

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

８  入札書の提出期限、提出場所及び提出方法

　　提出期限

　　 　令和４年１月21日（金）午後２時まで（郵便による入札については、令和４年１月20日

（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　提出場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号 (郵便番号650-8570)

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　提出方法
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　　　持参又は郵送すること。

９  開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月27日（木）午後２時から

　　開札場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　　神戸市役所本庁舎１号館18階入札室

10  入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

11  入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

　　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。

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

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

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

にある場合に該当する場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代

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

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

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

12  落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、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高価格の入札書を提出した者を落札者とします。

なお、「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税を含むものとします。

13  契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

14　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２項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。　　　　　

　　 　ただし、令和３年12月２日（木）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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　 　入札参加資格の申請書は、行財政局契約監理課にて午前９時から午後５時まで（正午か

ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

15  その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載され

た単価に基づく単価契約とします。

神戸市公告第887号 

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

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

により、次のとおり公告します。

　　令和３年11月17日

神戸市長  久  元  喜  造

１  入札に付する事項

　　物品の名称及び売却の種類

　　　神戸市東部環境センター余剰電力売却

　　予定数量

　　　20,899,646キロワットアワー

　　受給地点

　　　神戸市東灘区魚崎浜町１－７

　　　神戸市環境局事業部東クリーンセンター

　　受給期間

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日

　　物品の特質等

　　　入札説明書によります。

２  入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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開札の日までの間

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。

　 　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。

　 　電気事業法等の一部を改正する法律（平成26年法律第72号）施行後の電気事業法（以下

「新電気事業法」という。）第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、又

は新電気事業法第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録申請が完了している者、若

しくは電気事業法等の一部を改正する法律（平成26年法律第72号）附則第２条第１項の規

定に基づき、新電気事業法第２条の２の登録を受けたものとみなされる者。ただし、新電

気事業法第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録申請が完了している者は、入札ま
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でに新電気事業法第２条第３項に規定する小売電気事業者の登録を受けること。

３  契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

４  入札に参加する者に必要な資格の審査

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

は、入札説明書によります。

５  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１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３月

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

　　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞不用品売却入札情報」に掲載します。参加する者は入札説明書をダウンロードしてく

ださい。

　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア  交付期間

　　　　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ  交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ  交付方法

　　　　無料交付

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

　　　公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）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。）

　　提出場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号 (郵便番号650-8570)

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

７  契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号(郵便番号650-8570)

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

８  入札書の提出期限、提出場所及び提出方法
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　　提出期限

　　 　令和４年１月21日（金）午後２時まで（郵便による入札については、令和４年１月20日

（木）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　提出場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号(郵便番号650-8570)

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　提出方法

　　　持参又は郵送すること。

９　開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月27日（木）午後２時から

　　開札場所

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　　神戸市役所本庁舎１号館18階入札室

10  入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

11  入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。

　　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。

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

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

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

にある場合に該当する場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代

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

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

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

12  落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、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高価格の入札書を提出した者を落札者とします。

なお、「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税を含むものとします。
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13  契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

14　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２項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。　　　　　

　　 　ただし、令和３年12月２日（木）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

ら午後１時までを除く。）無料で交付します。

15  その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載され

た単価に基づく単価契約とします。

神戸市公告第888号

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

集積計画を次のように定めたので、同法第19条の規定により公告します。

　　令和３年11月17日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市　　　　　　　　　　　　　　

代表者  神戸市長  久　元　喜　造　

１  利用権の設定を受ける者の氏名及び住所

    別表のとおり

２  前項に規定する者が利用権の設定を受ける土地の所在、地番、地目及び面積

    別表のとおり

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

    別表のとおり

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

存続期間並びに借賃及びその支払の方法

    別表のとおり

５  第１項に規定する者が設定を受ける利用権の条件

    別表に定めるもののほか、次に定めるところによる。

  　借賃の支払猶予

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

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

ることができない場合は、相当と認められる期日までその支払を猶予する。

　  借賃の減額

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

表に定める借賃の額が災害その他不可抗力により、30％を超える損害を被った場合、乙は、
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甲に対して借賃の減額を請求することができる。　

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

神戸市が認定した額とする。

　  解約権の留保の禁止

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

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

ることができる。また、乙は、農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）

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

を解除することができる。

　  転貸又は譲渡の禁止

   　 乙は、目的物を転貸し、又は利用権を譲渡してはならない。

　　 　ただし、兵庫六甲農業協同組合（農地利用集積円滑化団体）、（公社）ひょうご農林機構

（農地中間管理機構）については、この限りではない。

　  修繕及び改良

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

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

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

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

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

である場合は、甲の同意を要しない。

　  租税公課等の負担

  　ア  甲は、目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

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

賦課金を負担する。

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

協議するところにより負担する。

　  目的物の返還

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

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

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

は、乙は、原状回復の義務を負わない。

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

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

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

以下同じ。）の償還を請求することができる。

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

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

その支出した額又は増加額とする。

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

際し、名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。
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　  利用権に関する事項の変更の禁止

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

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

められる場合は、この限りでない。

　  利用権取得者の責務

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

しなければならない。

　　その他

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

じた事項は、甲、乙及び市が協議して定める。

別表（一般）

利用権の設定を
受ける者（乙）

利用権の設定
を受ける土地

利用権の設定を
行う者（甲）

設定を受ける利用権

氏　名 住　所 所在及び地番 地目
面積
(㎡)

氏　名 住　所 種類

内容(土
地の利用
目的を含
む｡)

始　期
存続期間 
（終期）

借 賃 
（年額）

借賃の支払
の方法

山根　康史 兵庫県尼崎
市武庫之荘
本町

神戸市北区有
野町二郎字滑
浦228-１

田 776 滑浦　信子 兵庫県西宮
市段上町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和４年
12月31日

11,640円 令和４年12
月20日まで
に当該年に
係る借賃の
全額を甲の
住所へ持参
する。

神戸市北区有
野町二郎字滑
浦230

田 376 5,640円

神戸市北区有
野町二郎字越
野235-１

田 712 10,680円

神戸市北区有
野町二郎字越
野239

田 1,051 15,765円

小林　敦 兵庫県西宮
市上甲子園

神戸市北区有
野町二郎字越
野243

田 416 滑浦　信子 兵庫県西宮
市段上町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和４年
12月31日

6,240円 令和４年12
月20日まで
に当該年に
係る借賃の
全額を甲の
指定する預
金口座へ振
り込む。

神戸市北区有
野町二郎字越
野244

田 436 6,540円

神戸市北区有
野町二郎字越
野245

田 568 8,520円

神戸市北区有
野町二郎字越
野253

田 585 8,775円

古家　恭彦 神戸市北区
有野町

神戸市北区有
野町二郎字越
野246

田 1,695 滑浦　信子 兵庫県西宮
市段上町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和４年
12月31日

25,425円 令和４年12
月20日まで
に当該年に
係る借賃の
全額を甲の
住所へ持参
する。

根木　伸文 兵庫県伊丹
市宮ノ前

神戸市北区有
野町二郎字庵
野298-１

田 892 滑浦　信子 兵庫県西宮
市段上町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和４年
12月31日

13,380円 令和４年12
月20日まで
に当該年に
係る借賃の
全額を甲の
指定する預
金口座へ振
り込む。

神戸市北区有
野町二郎字庵
野300-３

田 175 2,625円

坂本　佳希 神戸市北区
鹿の子台北
町

神戸市北区有
野町二郎字神
田338

田 664 滑浦　信子 兵庫県西宮
市段上町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和４年
12月31日

9,960円 令和４年12
月20日まで
に当該年に
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係る借賃の
全額を甲の
指定する預
金口座へ振
り込む。

三宅　康平 神戸市北区
淡河町

神戸市北区山
田町福地字宮
方11

田 793 萩　博史 神戸市北区
山田町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和４年
12月31日

7,930円 令和４年12
月20日まで
に当該年に
係る借賃の
全額を甲の
住所へ持参
する。

神戸市北区山
田町福地字宮
方12

田 555 5,550円

神戸市北区山
田町福地字宮
方13

田 1,090 10,900円

神戸市北区山
田町福地字宮
方14

田 674 6,740円

神戸市北区山
田町中字金場
１

田 783 7,830円

神戸市北区山
田町中字金場
14

田 823 8,230円

伊丹　正典 神戸市北区
道場町

神戸市北区道
場町塩田字随
南349

田 2,017 今北　博司 神戸市北区
道場町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和４年
12月31日

馬場　規雄 神戸市北区
菖蒲が丘

神戸市北区八
多町下小名田
字鍬村1079

田 592 馬場　一也 神戸市北区
八多町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和４年
12月31日

神戸市北区八
多町下小名田
字鍬村1089

田 1,396 

上仲　良一 神戸市北区
八多町

神戸市北区八
多町深谷字藏
ノ下1558

田 2,084 高森　泰治 神戸市北区
八多町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和４年
12月31日

神戸市北区八
多町深谷字藏
ノ下1559

田 2,124 

上畑　政昭 神戸市北区
八多町

神戸市北区八
多町屏風字中
澤2138

田 1,635 岡田　孝久 神戸市北区
八多町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和４年
12月31日

10,320円 令和４年12
月20日まで
に当該年に
係る借賃の
全額を甲の
住所へ持参
する。

上畑　政昭 神戸市北区
八多町

神戸市北区八
多町屏風字下
畑2147-１

田 854 馬場　克治 神戸市北区
八多町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和４年
12月31日

2,580円 令和４年12
月20日まで
に当該年に
係る借賃の
全額を甲の
住所へ持参
する。

芝　卓哉 神戸市北区
八多町

神戸市北区八
多町西畑字谷
ノ上677-１

田 125 奥田　修正 神戸市北区
唐櫃台

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和４年
12月31日

1,200円 令和４年12
月20日まで
に当該年に
係る借賃の
全額を甲の
住所へ持参
する。

神戸市北区八
多町西畑字谷
ノ上679

田 1,454 13,800円

陶山　正勝 神戸市北区
筑紫が丘

神戸市北区大
沢町上大沢字
堀越東3041

畑 2,630 岡　伸元 神戸市北区
大沢町

賃借権 普通畑と
して利用

令和４年
１月１日

令和４年
12月31日

31,530円 令和４年12
月20日まで
に当該年に
係る借賃の
全額を甲の
住所へ持参
する。

岩形　孝司 神戸市北区【従前地】 小西　晃一 兵庫県伊丹 使用貸 水田とし 令和４年 令和４年
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大沢町 神戸市北区大
沢町日西原字
中大畑917-
１
 

【換地予定地】 
（神戸市北区
大沢町日西原
字中大畑3233
）
 

（神戸市北区
大沢町日西原
字中大畑3234
）
 

（神戸市北区
大沢町日西原
字踊子3239）

田 
 
 

（田） 
 

（田） 
 

（田）

2,786

(1,386) 
 

(1,591) 

 
(774)

市東野 借によ
る権利

て利用 １月１日 12月31日

脇田　憲晴 神戸市北区
淡河町

神戸市北区淡
河町野瀬字米
山2278

田 1,790 脇田　英子 
 

脇 田　 稔 
 

尾崎　時子

神戸市北区
淡河町
 
神戸市北区
淡河町
 
神戸市東灘
区本山南町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和４年
12月31日

15,500円 令和４年12
月20日まで
に当該年に
係る借賃の
全額を甲の
住所へ持参
する。

藤田　芙美
江

神戸市北区
淡河町

神戸市北区淡
河町南僧尾字
西北2036

田 2,301 藤田　寛之 神戸市北区
淡河町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和４年
12月31日

玄米45㎏ 令和４年12
月20日まで
に当該年度
に係る借賃
の全量を甲
の住所へ持
参する。

藤田　芙美
江

神戸市北区
淡河町

神戸市北区淡
河町南僧尾字
西北2038

田 2,064 田谷　和彦 神戸市西区
美賀多台

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和４年
12月31日

玄米44㎏ 令和４年12
月20日まで
に当該年度
に係る借賃
の全量を甲
の住所へ持
参する。

清原　辰也 神戸市北区
淡河町

神戸市北区淡
河町北僧尾字
平野2595-１

田 1,077 藤原　正三 神戸市北区
淡河町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和４年
12月31日

玄米60㎏ 令和４年12
月20日まで
に当該年度
に係る借賃
の全量を甲
の住所へ持
参する。

阪本　勉 神戸市北区
山田町

神戸市北区山
田町福地字大
畑ケ１-２

田 119 大西　幸雄 神戸市長田
区蓮宮通

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和５年
12月31日

神戸市北区山
田町福地字大
畑ケ５

田 2,181 

神戸市北区山
田町福地字大
畑ケ６

田 882 

神戸市北区山
田町福地字大
畑ケ７

田 1,080 

神戸市北区山
田町福地字大
畑ケ８-２

田 1,031 

谷　善之 神戸市北区
八多町

神戸市北区八
多町上小名田
字エンホウ
2400

田 3,092 坊　明良 神戸市北区
八多町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和６年
12月31日

30,000円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を 甲 の 住
所へ持参す
る。

神戸市北区八
多町上小名田
字エンホウ
2594

田 2,113 21,000円

神戸市北区八 田 1,049 10,000円
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多町下小名田
字白屋904

山口　泰作 神戸市北区
八多町

神戸市北区八
多町附物字六
地蔵1916

田 2,205 平山　真大 香川県丸亀
市飯山町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和６年
12月31日

玄米61㎏ 毎年12月20
日までに当
該年度に係
る借賃の全
量を甲の住
所へ持参す
る。

神戸市北区八
多町附物字六
地蔵1919

田 820 玄米23㎏

山口　賢治 神戸市北区
八多町

神戸市北区八
多町附物字西
川池1961

田 884 平山　真大 香川県丸亀
市飯山町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和６年
12月31日

神戸市北区八
多町附物字ガ
サガサ1995

田 756 

神戸市北区八
多町附物字ガ
サガサ1973

田 841 賃借権 玄米22㎏ 毎年12月20
日までに当
該年度に係
る借賃の全
量を甲の住
所へ持参す
る。

神戸市北区八
多町附物字ガ
サガサ1980

田 1,222 玄米28㎏

神戸市北区八
多町附物字ガ
サガサ1981

田 546 玄米14㎏

山田　純子 神戸市北区
藤原台中町

神戸市北区八
多町附物字六
地蔵1920

田 335 平山　英敏 神戸市北区
八多町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和６年
12月31日

5,000円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の住所
へ持参する。

山田　純子 神戸市北区
藤原台中町

神戸市北区八
多町附物字ガ
サガサ1979

田 792 平山　真大 香川県丸亀
市飯山町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和６年
12月31日

10,000円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の住所
へ持参する。

平谷　昌夫 神戸市北区
八多町

神戸市北区八
多町附物字わ
らど下2030

田 1,578 平山　真大 香川県丸亀
市飯山町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和６年
12月31日

玄米40㎏ 毎年12月20
日までに当
該年度に係
る借賃の全
量を甲の住
所へ持参す
る。

石井　孝雄 神戸市北区
大沢町

神戸市北区大
沢町神付字ナ
メラ1314

田 5,677 中尾　幸夫 神戸市北区
大沢町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和６年
12月31日

80,000円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の住所
へ持参する。

神戸市北区大
沢町神付字釜
谷1341-１

田 4,796 70,000円

畑中　正和 神戸市北区
大沢町

神戸市北区大
沢町日西原字
畑ケ中12

田 2,892 白阪　暢也 神戸市北区
山田町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和６年
12月31日

28,900円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の指定
する預金口
座へ振り込
む。

馬場　文雄 神戸市北区
長尾町

神戸市北区長
尾町宅原字辻
垣内3952

田 812 親谷　昌明 兵庫県三田
市高次

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和６年
12月31日

9,000円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の指定
する預金口
座へ振り込
む。
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佐藤　由美
子

神戸市北区
鹿の子台南
町

神戸市北区淡
河町野瀬字出
合2214-２

田 1,138 内等　富美
代

神戸市北区
淡河町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和６年
12月31日

中谷　有希 神戸市北区
淡河町

神戸市北区淡
河町萩原字下
青木798-５

田 321 山上　登志
子

神戸市北区
唐櫃台

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和６年
12月31日

3,000円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の指定
する預金口
座へ振り込
む。

神戸市北区淡
河町萩原字下
青木1831

田 3,968 25,000円

神戸市北区淡
河町萩原字西
別曽1773

田 2,002 14,000円

神戸市北区淡
河町萩原字岩
町1824

田 1,133 8,000円

中谷　有希 神戸市北区
淡河町

神戸市北区淡
河町萩原1830

田 710 山上　治 神戸市西区
月が丘

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和６年
12月31日

4,000円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の指定
する預金口
座へ振り込
む。

石野　敏和 神戸市北区
淡河町

神戸市北区淡
河町萩原字坊
ノ上506-１

田 1,470 石井　ゆき
ゑ
 
山田　陽子

神戸市北区
淡河町
 
神戸市北区
谷上南町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和６年
12月31日

20,580円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の指定
する預金口
座へ振り込
む。

神戸市北区淡
河町萩原字坊
ノ上507-１

田 742 10,682円

山本　清 神戸市西区
伊川谷町

神戸市西区伊
川谷町小寺字
柿谷468-33

畑 1,293 金月　節代 神戸市西区
伊川谷町

賃借権 普通畑と
して利用

本公告の
日

令和６年
３月31日

12,930円 毎年12月20
日までに当
該年度に係
る借賃の全
額を甲の住
所へ持参す
る。

杦本　敏男 神戸市西区
美賀多台

神戸市西区押
部谷町養田字
南橋39-３

田 1,305 山本　勝好 神戸市西区
押部谷町

賃借権 水田とし
て利用

本公告の
日

令和６年
３月31日

14,286円 毎年12月20
日までに当
該年度に係
る借賃の全
額を甲の指
定する預金
口座へ振り
込む。

神戸市西区押
部谷町養田字
南橋39-１

田 522 5,714円

中西　賢 神戸市北区
山田町

神戸市北区山
田町原野字中
曽根24

田 1,775 籔本　康正 
 

神戸市北区
山田町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和８年
12月31日

樋口　正規 神戸市北区
道場町

神戸市北区道
場町日下部字
川ノ上433

田 2,137 樋口　廣義 神戸市北区
道場町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和８年
12月31日

小坂　正己　神戸市北区
道場町

神戸市北区道
場町生野字水
久野上609

田 276 新谷　和 神戸市兵庫
区上沢通

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和８年
12月31日

玄米12㎏ 毎年12月20
日までに当
該年度に係
る借賃の全
量を甲の住
所へ持参す
る。

神戸市北区道
場町生野字水
久野上616

田 911 玄米38㎏

小林　勝 神戸市北区
八多町

神戸市北区八
多町下小名田
字畑垣内1050

田 1,447 小林　仁 神戸市北区
八多町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和８年
12月31日

21,700円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の住所
へ持参する。

池鍋　秀和 神戸市北区
大沢町

神戸市北区大
沢町上大沢字
池鍋上1280

田 466 岡　伸元 神戸市北区
大沢町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和８年
12月31日

2,500円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の住所神戸市北区大 田 439 2,500円
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沢町上大沢字
池鍋上1282-
２

へ持参する。

池鍋　秀和 神戸市北区
大沢町

神戸市北区大
沢町上大沢字
栂谷2521-１

畑 5,270 池鍋　幸子 神戸市北区
大沢町

使用貸
借によ
る権利

普通畑と
して利用

令和４年
１月１日

令和８年
12月31日

神戸市北区大
沢町上大沢字
栂谷2521-２

畑 2,901 

神戸市北区大
沢町上大沢字
栂谷2531

畑 737 

猪川　徳二 神戸市北区
藤原台北町

神戸市北区大
沢町上大沢字
次郎ケ谷
3096-２

畑 1,010 小西　篤信 神戸市北区
大沢町

賃借権 普通畑と
して利用

令和４年
１月１日

令和８年
12月31日

15,000円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の住所
へ持参する。

乗本　俊一 神戸市北区
淡河町

神戸市北区大
沢町簾字堂之
谷97-１

田 388 下浦　澄子 
 

山添　暁美

神戸市北区
大沢町
 
兵庫県三田
市武庫が丘 
 

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和８年
12月31日

玄米30㎏ 毎年12月20
日までに当
該年度に係
る借賃の全
量を甲の住
所へ持参す
る。

神戸市北区大
沢町簾字堂之
谷98-１

田 443 玄米30㎏

神戸市北区大
沢町簾字堂之
谷106-１

田 678 玄米60㎏

乗池　邦晴 神戸市北区
大沢町

神戸市北区大
沢町簾字川向
918

田 3,153 乗池　みよ
子
 
乗池　良典

神戸市北区
大沢町
 
兵庫県西宮
市山口町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和８年
12月31日

29,200円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の住所
へ持参する。

蒲池　研一 神戸市北区
大沢町

神戸市北区大
沢町簾字上谷
1105

田 441 宮本　守

 
岡崎　千鶴

大分県杵築
市大字熊野 
 
大阪府守口
市寺方元町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和８年
12月31日

久山　敬二 兵庫県三田
市狭間が丘

神戸市北区長
尾町上津字奥
井5377

田 966 石井　繁子 神戸市北区
長尾町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和８年
12月31日

西ノ上　強 神戸市北区
長尾町

神戸市北区長
尾町上津字西
角5576

田 321 坊ヶ内　伴
子

神戸市北区
長尾町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和８年
12月31日

4,500円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の住所
へ持参する。

藤本　修 神戸市北区
淡河町

神戸市北区淡
河町木津字広
畑ケ516-３

田 360 池田　正道 神戸市北区
淡河町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和８年
12月31日

5,040円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の指定
する預金口
座へ振り込
む。

神戸市北区淡
河町木津字東
551

田 2,229 31,206円

坂本　勝敏 神戸市北区
淡河町

神戸市北区淡
河町萩原字宮
脇1341

田 2,249 宮脇　貴子 神戸市北区
淡河町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和８年
12月31日

神戸市北区淡
河町萩原字宮
脇1350

田 394 

神戸市北区淡
河町萩原字宮
脇1351-１

田 2,252 

神戸市北区淡
河町萩原字宮
脇1352-１

田 426 
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神戸市北区淡
河町萩原字通
田1740

田 588 

神戸市北区淡
河町萩原字平
井135

田 1,055 

坂本　勝敏 神戸市北区
淡河町

神戸市北区淡
河町萩原字宮
脇1353-１

田 743 藤原　隆道 神戸市中央
区再度筋町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和８年
12月31日

山口　寛人 神戸市西区
月が丘

神戸市北区淡
河町淡河字上
山372-１

田 108 角谷　貞之 神戸市北区
淡河町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和８年
12月31日

12,000円

毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の住所
へ持参する。

神戸市北区淡
河町淡河字上
山374

田 1,289 

神戸市北区淡
河町淡河字坂
ノ下121

田 797 10,000円

宮脇　二朗 神戸市北区
淡河町

神戸市北区淡
河町野瀬字新
田2995-２

田 466 岡田　信子 神戸市北区
淡河町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和８年
12月31日

玄米30㎏ 毎年12月20
日までに当
該年度に係
る借賃の全
量を甲の住
所へ持参す
る。

八橋　幸嗣 神戸市西区
伊川谷町

神戸市西区平
野町向井字祇
園尾547

田 509 
の内 
43.7

中村　好晴 明石市本町 使用貸
借によ
る権利

農業用倉
庫として
利用

本公告の
日

令和12年
３月31日

中川　優 神戸市北区
鹿の子台北
町

神戸市北区大
沢町神付字川
池1307-２

畑 183 西澤　次男 神戸市北区
大沢町

賃借権 普通畑と
して利用

令和４年
１月１日

令和13年
12月31日

2,483円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の住所
へ持参する。

神戸市北区大
沢町神付字川
池1307-３

田 874 水田とし
て利用

11,856円

三谷　悦司 神戸市北区
長尾町

神戸市北区長
尾町上津字岡
田垣内
5561-１

田 1,471 坊ヶ内　伴
子

神戸市北区
長尾町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和13年
12月31日

20,600円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の住所
へ持参する。神戸市北区長

尾町上津字西
角5579

田 1,724 24,100円

神戸市北区長
尾町上津字西
角5581

田 1,866 26,100円

十津川　昭
夫

神戸市兵庫
区五宮町

神戸市北区淡
河町野瀬字古
川714-３

田 2,056 十津川　勝
一

神戸市北区
淡河町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和13年
12月31日

井上　克美 神戸市北区
淡河町

神戸市北区淡
河町行原字上
久保713

田 2,772 中野　和徳 神戸市北区
淡河町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和13年
12月31日

25,000円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の指定
する預金口
座へ振り込
む。

安福　佳史 神戸市北区
淡河町

神戸市北区淡
河町勝雄字山
崎846-１

田 19 安福　ヒサ
子

神戸市北区
八多町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和13年
12月31日

神戸市北区淡
河町勝雄字山
崎847

田 95 

神戸市北区淡
河町勝雄字渕
之上1709-２

田 2,000 

浅野　俊彦 兵庫県三木 神戸市北区淡 田 2,027 藤原　利仁 神戸市北区 賃借権 水田とし 令和４年 令和13年 13,424円 毎年12月20
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市志染町 河町北僧尾字
毛谷2167

淡河町 て利用 １月１日 12月31日 日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の住所
へ持参する。

神戸市北区淡
河町北僧尾字
石ノ戸2181-
１

畑 234 普通畑と
して利用

1,550円

神戸市北区淡
河町北僧尾字
石ノ戸2181-
２

田 908 水田とし
て利用

6,013円

神戸市北区淡
河町北僧尾字
石ノ戸2186

田 1,663 11,013円

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市北区山
田町中字宮ノ
片82

田 243 椿原　洋子 神戸市西区
月が丘

賃借権 水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

2,430円 毎年度12月
中に乙の指
定する方法
で支払う。

神戸市北区山
田町中字宮ノ
片83

田 1,114 11,140円

神戸市北区山
田町中字宮ノ
片84

田 1,442 14,420円

神戸市北区山
田町中字宮ノ
片85

田 98 980円

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5170

田 2,581 稲田　秀夫 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5191

田 615 

神戸市西区神
出町宝勢字中
筋4535

田 1,956 

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字道
南3798

田 1,050 岩井　正 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4195

田 2,468 

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4294

田 1,510 

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4276

田 1,565 岩井　ヨウ 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4279-１

畑 592 普通畑と
して利用

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4284

田 1,470 水田とし
て利用

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4304

田 1,869 

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4322

田 2,166 

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4383

田 276 

公益社団法
人ひょうご
農林機構

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字大
池南514-１

田 1,804 髙見　智 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日
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理事長 
新岡　史朗

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5102

田 1,834 

神戸市西区神
出町宝勢字水
出下4548

田 1,493 
の内 

1,333

神戸市西区神
出町宝勢字坊
主谷4804

田 2,178 

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場4923

田 1,948 

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場4933

田 2,163 

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5159

田 3,219 田中　達也 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5164

田 2,179 

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5171

田 2,802 

神戸市西区神
出町宝勢字中
筋4420

田 638 

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4289

田 2,413 

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4219

田 2,475 中井　正美 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4233

田 2,142 
の内 

2,091

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4234

田 2,318 

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4246

田 1,135 
の内 

1,087

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4247

田 2,126 

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4217

田 2,835 永田　幹彦 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4288-１

田 1,463 

神戸市西区神
出町宝勢字坊
主谷4699

田 1,761 

神戸市西区神
出町宝勢字坊
主谷4702

田 1,566 

神戸市西区神
出町宝勢字坊
主谷4706

田 243 

神戸市西区神 田 321 
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出町宝勢字七
反場5018

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場5019

田 1,805 

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字坊
主谷4863

畑 1,122 萩原　秋男 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

普通畑と
して利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字坊
主谷4867

畑 1,465 

神戸市西区神
出町宝勢字坊
主谷4886

田 1,995 水田とし
て利用

神戸市西区神
出町宝勢字坊
主谷4894

田 1,551 

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5134

田 1,704 前田　俊明 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字中
筋4466

田 1,870 

神戸市西区神
出町宝勢字中
筋4468

田 1,521 

神戸市西区神
出町宝勢字水
出下4552

田 1,309 

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場4969

田 1,318 

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場5021

田 2,107 

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5105

田 2,434 正井　秀光 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5108

田 2,050 

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4394

田 2,341 

神戸市西区神
出町宝勢字水
出下4557

田 2,117 

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場4927

田 2,136 

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4169

田 1,247 桃尾　勘爾 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4207

田 755 

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4221

田 2,114 

神戸市西区神
出町宝勢字水
出下4612

田 2,248 

神戸市西区神 田 423 
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出町宝勢字水
出下4614

神戸市西区神
出町宝勢字水
出下4620

田 1,391 

神戸市西区神
出町宝勢字水
出下4621

田 1,436 

神戸市西区神
出町宝勢字水
出下4622

田 2,051 

神戸市西区神
出町宝勢字水
出下4627

田 2,078 

神戸市西区神
出町宝勢字水
出下4628

田 2,155 

神戸市西区神
出町宝勢字坊
主谷4719

畑 258 普通畑と
して利用

神戸市西区神
出町宝勢字坊
主谷4720

畑 89 

神戸市西区神
出町宝勢字坊
主谷4721

畑 699 

神戸市西区神
出町宝勢字大
池尻4141

田 1,654 水田とし
て利用

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字中
筋4432

田 584 中井　初子 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字中
筋4421

田 1,238 中井　寿樹 神戸市垂水
区神陵台

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字中
筋4433

田 329 

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字大
道池尻5257

田 2,195 正井　誠心 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字水
出下4586

田 2,157 

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字大
池南4683

田 1,943 藤原　秀勝 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字水
出下4559

田 2,096 

神戸市西区神
出町宝勢字坊
主谷4748

田 1,338 

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5104

畑 2,297 髙見　和輝 

 
石丸　味加

兵庫県小野
市新部町

 
佐賀県佐賀
市城内

使用貸
借によ
る権利

普通畑と
して利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5136

田 2,163 水田とし
て利用

神戸市西区神
出町宝勢字辻

田 2,261 
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堂西5137

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5194

田 2,127 

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場4983-１

田 1,394 

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場4983-２

田 314 

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場4989

田 295 

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場5013

田 2,127 

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場5015

田 2,129 

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4222

田 2,131 中井　富貴
子

神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4398

田 2,367 

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4400

田 1,605 

神戸市西区神
出町宝勢字水
出下4599

田 2,139 

神戸市西区神
出町宝勢字水
出下4600

田 2,216 

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町田井字寄
山2097

田 2,076 正井　充和 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町田井字寄
山2100

田 522 

神戸市西区神
出町田井字寄
山2115

田 1,048 

神戸市西区神
出町宝勢字中
筋4413

田 2,309 

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4216

田 976 

神戸市西区神
出町宝勢字水
出下4570

田 2,402 

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場5040

畑 1,601 普通畑と
して利用

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場5041

畑 2,226 

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場5042

畑 2,819 

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場5047

畑 1,747 
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公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5135

田 2,030 松尾　春子 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5184

田 2,204 

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5190

田 688 

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5208

田 1,966 

神戸市西区神
出町宝勢字中
筋4486

田 986 

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字大
池南3717

田 1,078 桃尾　粂雄 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字大
池南3718

田 23 

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4204

田 2,124 

神戸市西区神
出町宝勢字大
池尻4148

田 922 

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5189

田 772 櫛橋　克治 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字大
歳谷5099

田 2,351 

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字大
池南4636

田 1,446 正井　祥子 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字大
池南4664

田 606 

神戸市西区神
出町宝勢字大
池南4670

田 412 

神戸市西区神
出町宝勢字大
池南4672

田 1,902 

神戸市西区神
出町宝勢字大
池尻4125

田 2,027 

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場4958

田 1,232 正井　員之 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場4961

田 2,170 

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場4976-１

畑 459 普通畑と
して利用

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場4976-２

畑 85 

公益社団法
人ひょうご
農林機構

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4275

田 2,112 加古　美穂
子

明石市大久
保町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日
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理事長 
新岡　史朗

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字浦
側4296

田 563 中井　知広 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字大
道池尻5237

田 445 田中　玲子 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字大
道池尻5256

田 2,119 

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5176

田 756 

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5182

田 2,201 

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5183

田 2,167 

神戸市西区神
出町宝勢字中
筋4484

田 987 

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5232

田 1,195 山口　浩 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5193

田 2,149 山口　昭二 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

公益社団法
人ひょうご
農林機構
理事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5165

田 2,181 山口　実 神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5166

田 1,936 

神戸市西区神
出町宝勢字辻
堂西5167

田 1,540 

神戸市西区神
出町宝勢字木
屋池ノ上
5280-１

田 40 

神戸市西区神
出町宝勢字木
屋池ノ上
5280-２

田 1,036 

公益社団法
人ひょうご
農林機構理
事長 
新岡　史朗

神戸市中央
区下山手通
５丁目７-18

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場5009

田 315 荒井　喜代
子

神戸市西区
神出町

使用貸
借によ
る権利

水田とし
て利用

令和３年
11月30日

令和13年
12月31日

神戸市西区神
出町宝勢字七
反場5027

田 2,125 

神戸市西区神
出町宝勢字中
筋4490

田 1,433 

神戸市西区神
出町宝勢字中
筋4494

田 1,149 
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神戸市公告第889号

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

集積計画を次のように定めたので、同法第19条の規定により公告します。

  　令和３年11月17日

　　                                            　神戸市　　　　　　　　　　　　　

代表者  神戸市長  久　元　喜　造

１  利用権の設定を受ける者の氏名及び住所

    別表のとおり

２  前項に規定する者が利用権の設定を受ける土地の所在、地番、地目及び面積

    別表のとおり

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

    別表のとおり

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

存続期間並びに借賃及びその支払の方法

    別表のとおり

５  第１項に規定する者が設定を受ける利用権の条件

    別表に定めるもののほか、次に定めるところによる。

  　借賃の支払猶予

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

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

ることができない場合は、相当と認められる期日までその支払を猶予する。

　　借賃の減額

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

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

甲に対して借賃の減額を請求することができる。　

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

神戸市が認定した額とする。

　  解約権の留保の禁止

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

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

ることができる。

　  転貸又は譲渡の禁止

    　乙は、目的物を転貸し、又は利用権を譲渡してはならない。

　　 　ただし、兵庫六甲農業協同組合（農地利用集積円滑化団体）、（公社）ひょうご農林機構

（農地中間管理機構）については、この限りではない。

　  修繕及び改良

　　ア   甲は、乙の責めに帰すべき事由によらないで生じた目的物の損耗について自らの費用
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と責任において修繕する。ただし、緊急を要するときその他甲において修繕することが

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

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

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

である場合は、甲の同意を要しない。

　　租税公課等の負担

  　ア  甲は、目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

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

賦課金を負担する。

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

協議するところにより負担する。

　  目的物の返還

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

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

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

ては、乙は、原状回復の義務を負わない。

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

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

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

以下同じ。）の償還を請求することができる。

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

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

その支出した額又は増加額とする。

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

際し、名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。

　　利用権に関する事項の変更の禁止

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

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

められる場合は、この限りでない。

　　利用権取得者の責務

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

しなければならない。

　　契約の解除

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

する。

　　利用状況の報告

　　 　乙は、当該農用地の利用状況については、毎事業年度の終了後３月以内に農業委員会あ

てに農地法施行規則第60条の２に定めるところにより報告しなければならない。

　　市長による勧告  

　　 　市長は、次のいずれかに該当するときは、乙に対して相当の期限を定めて、必要な措置
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を講ずべきことを勧告することができる。

　　ア 　乙が目的物において行う耕作（又は養畜）の事業により、周辺の地域における農用地

の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じているとき。

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

業経営を行っていないと認めるとき。

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

又は養畜の事業に常時従事しないとき。　                                

　  市長による農用地利用集積計画の取消

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

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

ものとする。

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

は使用貸借権の解除をしないとき。

　　イ  乙がの勧告に従わなかったとき。                                                                                             

　　貸借が終了した場合の原状回復

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

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

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

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

　　違約金の支払い

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

対し賃借料の１年分に相当する金額を違約金として支払う。　　　　                

　　その他

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

じた事項は、甲、乙及び市が協議して定める。

別表（解付）

利用権の設定を受ける
者（乙）

利用権の設定を
受ける土地

利用権の設定を行う者
（甲）

設定を受ける利用権

氏　名 住　所 所在及び地番 地目
面積
(㎡)

氏　名 住　所 種類

内容(土
地の利用
目的を含
む｡)

始　期
存続期間
（終期）

借　賃
（年額）

借賃の支払
の方法

ＴＡＣジャ
パン株式会
社
代表取締役
瀧上 栄位
子

神戸市北区
大沢町日西
原820

神戸市北区大
沢町日西原字
向山1050

田 674 瀧上　伸治 京都市伏見
区石田大山
町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和６年
12月31日

6,740円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の指定
する預金口
座へ振り込
む。

神戸市北区大
沢町日西原字
向山1051

田 710 7,100円

特定非営利
活動法人き
たベジファ
ーム
理事長
井上　勝彦

神戸市北区
有野中町１
丁目８-６　
OGビル２
階

神戸市北区有
野町二郎字杉
ノ元18-１

田 1,406 東山　陽一 神戸市北区
有野町

賃借権 水田とし
て利用

令和４年
１月１日

令和８年
12月31日

12,500円 毎年12月20
日までに当
該年に係る
借賃の全額
を甲の指定
する預金口
座へ振り込
む。
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神戸市公告第890号

　神戸国際港都建設事業新長田駅南第１地区震災復興第二種市街地再開発事業の腕塚５第３工

区に係る管理処分計画の決定に先立ち、都市再開発法（昭和44年法律第38号）第118条の10に

おいて準用する同法第83条第１項の規定により、当該管理処分計画を２週間公衆の縦覧に供す

るので、次のとおり公告します。

　なお、施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者は、令和３年12月２

日までに、当該管理処分計画について神戸市に意見書を提出することができます。

　　令和３年11月18日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市　　　　　　　　　　　　　　

代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

１　縦覧の開始の日

　　令和３年11月19日

２　縦覧の場所

　　神戸市中央区浜辺通２丁目１番30号

　　神戸市都市局地域整備推進課

３　縦覧の時間

　　午前８時45分から午後５時30分まで

水 道 局

神戸市水道公告第67号

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

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

調達契約」という。）を締結するので、特例政令第６条並びに神戸市水道局契約規程（昭和39

年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第21条の７第１項において読み替える規

程第６条及び規程第21条の７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17日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

１　入札に付する事項

　　物品の名称

　　　神戸市水道局藤原ポンプ場電気調達　

　　予定数量

　　　1,968,000キロワットアワー

　　納入場所

　　　神戸市水道局藤原ポンプ場

　　納入期限
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　　　令和４年４月１日から令和６年３月31日まで

　　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

希望する場合は、紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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開札の日までの間

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。

　 　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。

　 　電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３号

に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律（平

成26年法律第72号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を受け

たものとみなされる者。ただし、電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業

者の登録申請が完了している者は、入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録を受けること。

　 　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から、入札説明書に記載する基準を満た

すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号078-322-5880）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

６　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、審査の通知の方法等について

は、入札説明書によります。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月１日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目
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次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は入

札説明書をダウンロードしてください。

　 　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

　　　 　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼働時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　　イ 　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システ

ムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、下記によります。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　公告の日の翌日から令和３年12月３日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

10　入札書の提出期間及び提出方法等

　　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　令和４年１月11日（火）午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和４年１月12日（水）午前９時から午前10時まで

　　イ　提出方法

　　　　入札説明書による。
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　　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　 　令和４年１月12日（水）午前10時まで（書留郵便による入札については、令和４年１

月11日（火）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。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

　　　　持参し、又は郵送すること。

11　開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月12日（水）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

12　入札保証金

　　規程第12条の規定により免除します。

13　入札の無効

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

８号から第11号については、紙入札の場合に限ります。

　　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必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。

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

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

第３条に規定する中小企業等協同組合とその組合員の関係にある場合に該当する場合に

は、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員である場合

の入札を除く。）は全て無効にします。ただし、該当する者の一者を除く全てが入札を辞
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退した場合には、残る一者の入札は無効とはなりません。

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

14　落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、規程第９条第１項

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

ます。なお、予定価格及び「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税

を含むものとします。

15　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

16　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。

17　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　 　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。

　　 　ただし、令和３年12月３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

５時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

18　その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

れた単価に基づく単価契約とします。

　 　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、

当該契約は変更又は解除することができます。

19　Summary 

　　Contract Content : Electricity to use in Fujiwara Pumping Site.

　　Quantity :1,968,000 kWh

　 　Deadline for submitting application forms and other required documents by those 

intending to make bids : ５:00 p.m. December 3, 2021.

　　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 12, 2022.

　 　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

ku, Kobe 650-8570, Japan.

　　TEL 078-322-5159

神戸市水道公告第68号

　一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平
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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条並びに神戸市水道局契約規程（昭和39

年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第21条の７第１項において読み替える規

程第６条及び規程第21条の７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17日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

１　入札に付する事項

　　物品の名称

　　　神戸市水道局布施畑ポンプ場電気調達　

　　予定数量

　　　3,900,000キロワットアワー

　　納入場所

　　　神戸市水道局布施畑ポンプ場

　　納入期限

　　　令和４年４月１日から令和６年３月31日まで

　　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

希望する場合は、紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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開札の日までの間

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。

　 　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。

　 　電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３号

に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律（平

成26年法律第72号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を受け

たものとみなされる者。ただし、電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業

者の登録申請が完了している者は、入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録を受けること。

　 　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から、入札説明書に記載する基準を満た

すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号078-322-5880）
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　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

６　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、審査の通知の方法等について

は、入札説明書によります。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月１日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は入

札説明書をダウンロードしてください。

　 　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

　　　 　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼働時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　　イ 　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システ

ムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、下記によります。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　公告の日の翌日から令和３年12月３日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

10　入札書の提出期間及び提出方法等

　　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　令和４年１月11日（火）午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和４年１月12日（水）午前９時から午前10時まで

　　イ　提出方法

　　　　入札説明書による。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　 　令和４年１月12日（水）午前10時まで（書留郵便による入札については、令和４年１

月11日（火）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。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

　　　　持参し、又は郵送すること。

11　開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月12日（水）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

12　入札保証金

　　規程第12条の規定により免除します。

13　入札の無効

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

８号から第11号については、紙入札の場合に限ります。

　　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。
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　　入札書の金額その他必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。

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

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

第３条に規定する中小企業等協同組合とその組合員の関係にある場合に該当する場合に

は、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員である場合

の入札を除く。）は全て無効にします。ただし、該当する者の一者を除く全てが入札を辞

退した場合には、残る一者の入札は無効とはなりません。

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

14　落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、規程第９条第１項

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

ます。なお、予定価格及び「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税

を含むものとします。

15 　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

16　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。

17　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　 　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。

　　 　ただし、令和３年12月３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

５時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

18　その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

れた単価に基づく単価契約とします。

　 　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、

当該契約は変更又は解除することができます。

19　Summary 
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　　Contract Content : Electricity to use in Fusehata Pumping Site.

　　Quantity :3,900,000 kWh

　 　Deadline for submitting application forms and other required documents by those 

intending to make bids : ５:00 p.m. December 3, 2021.

　　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 12, 2022.

　 　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

ku, Kobe 650-8570, Japan.

　　TEL 078-322-5159

神戸市水道公告第69号

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

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

調達契約」という。）を締結するので、特例政令第６条並びに神戸市水道局契約規程（昭和39

年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第21条の７第１項において読み替える規

程第６条及び規程第21条の７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17日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

１　入札に付する事項

　　物品の名称

　　　神戸市水道局星和台ポンプ場電気調達　

　　予定数量

　　　9,908,000キロワットアワー

　　納入場所

　　　神戸市水道局星和台ポンプ場

　　納入期限

　　　令和４年４月１日から令和６年３月31日まで

　　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

希望する場合は、紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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開札の日までの間

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

ないこと。
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　 　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。

　 　電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３号

に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律（平

成26年法律第72号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を受け

たものとみなされる者。ただし、電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業

者の登録申請が完了している者は、入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録を受けること。

　 　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から、入札説明書に記載する基準を満た

すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号078-322-5880）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

６　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、審査の通知の方法等について

は、入札説明書によります。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月１日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は入

札説明書をダウンロードしてください。

　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

　　　 　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

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

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼働時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　　イ 　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システ

ムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、下記によります。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　公告の日の翌日から令和３年12月３日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

10　入札書の提出期間及び提出方法等

　　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　令和４年１月11日（火）午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和４年１月12日（水）午前９時から午前10時まで

　　イ　提出方法

　　　　入札説明書による。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　 　令和４年１月12日（水）午前10時まで（書留郵便による入札については、令和４年１

月11日（火）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。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

　　　　持参し、又は郵送すること。

11　開札の日時及び場所
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　　開札日時

　　　令和４年１月12日（水）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

12　入札保証金

　　規程第12条の規定により免除します。

13　入札の無効

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

８号から第11号については、紙入札の場合に限ります。

　　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必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。

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

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

第３条に規定する中小企業等協同組合とその組合員の関係にある場合に該当する場合に

は、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員である場合

の入札を除く。）は全て無効にします。ただし、該当する者の一者を除く全てが入札を辞

退した場合には、残る一者の入札は無効とはなりません。

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

14　落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、規程第９条第１項

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

ます。なお、予定価格及び「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税

を含むものとします。

15　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

16　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。
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17　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　 　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。

　　 　ただし、令和３年12月３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

５時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

18　その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

れた単価に基づく単価契約とします。

　 　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、

当該契約は変更又は解除することができます。

19　Summary 

　　Contract Content : Electricity to use in Seiwadai Pumping Site.

　　Quantity :9,908,000 kWh

　 　Deadline for submitting application forms and other required documents by those 

intending to make bids : ５:00 p.m. December 3, 2021.

　　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 12, 2022.

　 　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

ku, Kobe 650-8570, Japan.

　　TEL 078-322-5159

神戸市水道公告第70号

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

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

調達契約」という。）を締結するので、特例政令第６条並びに神戸市水道局契約規程（昭和39

年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第21条の７第１項において読み替える規

程第６条及び規程第21条の７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17日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

１　入札に付する事項

　　物品の名称

　　　神戸市水道局有野ポンプ場電気調達　

　　予定数量

　　　9,774,000キロワットアワー

　　納入場所
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　　　神戸市水道局有野ポンプ場

　　納入期限

　　　令和４年４月１日から令和６年３月31日まで

　　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

希望する場合は、紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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開札の日までの間

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。

　 　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。

　 　電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３号

に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律（平

成26年法律第72号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を受け

たものとみなされる者。ただし、電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業

者の登録申請が完了している者は、入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録を受けること。

　 　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から、入札説明書に記載する基準を満た

すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号078-322-5880）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

６　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、審査の通知の方法等について

は、入札説明書によります。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月１日（水）午後５時まで
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　 　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は入

札説明書をダウンロードしてください。

　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

　　　 　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼働時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　　イ 　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システ

ムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、下記によります。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　公告の日の翌日から令和３年12月３日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

10　入札書の提出期間及び提出方法等

　　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　令和４年１月11日（火）午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和４年１月12日（水）午前９時から午前10時まで
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　　イ　提出方法

　　　　入札説明書による。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　 　令和４年１月12日（水）午前10時まで（書留郵便による入札については、令和４年１

月11日（火）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。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

　　　　持参し、又は郵送すること。

11　開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月12日（水）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

12　入札保証金

　　規程第12条の規定により免除します。

13　入札の無効

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

８号から第11号については、紙入札の場合に限ります。

　　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必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。

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

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

第３条に規定する中小企業等協同組合とその組合員の関係にある場合に該当する場合に
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は、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員である場合

の入札を除く。）は全て無効にします。ただし、該当する者の一者を除く全てが入札を辞

退した場合には、残る一者の入札は無効とはなりません。

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

14　落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、規程第９条第１項

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

ます。なお、予定価格及び「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税

を含むものとします。

15　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

16　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。

17　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　 　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。

　　 　ただし、令和３年12月３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

５時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

18　その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

れた単価に基づく単価契約とします。

　 　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、

当該契約は変更又は解除することができます。

19　Summary 

　　Contract Content : Electricity to use in Arino Pumping Site.

　　Quantity :9,774,000 kWh

　 　Deadline for submitting application forms and other required documents by those 

intending to make bids : ５:00 p.m. December 3, 2021.

　　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 12, 2022.

　 　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan.

　　TEL 078-322-5159
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神戸市水道公告第71号

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

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

調達契約」という。）を締結するので、特例政令第６条並びに神戸市水道局契約規程（昭和39

年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第21条の７第１項において読み替える規

程第６条及び規程第21条の７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17日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

１　入札に付する事項

　　物品の名称

　　　神戸市水道局甲東ポンプ場電気調達　

　　予定数量

　　　11,346,000キロワットアワー

　　納入場所

　　　神戸市水道局甲東ポンプ場

　　納入期限

　　　令和４年４月１日から令和６年３月31日まで

　　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

希望する場合は、紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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開札の日までの間

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。

　 　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。

　 　電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３号

に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律（平

成26年法律第72号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を受け

たものとみなされる者。ただし、電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業

者の登録申請が完了している者は、入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録を受けること。

　 　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から、入札説明書に記載する基準を満た

すこと。
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４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号078-322-5880）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

６　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、審査の通知の方法等について

は、入札説明書によります。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　公告の日から令和３年12月１日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は入

札説明書をダウンロードしてください。

　 　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

　　　 　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼働時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　　イ 　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システ

ムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、下記によります。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期間

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

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

10　入札書の提出期間及び提出方法等

　　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　令和４年１月11日（火）午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和４年１月12日（水）午前９時から午前10時まで

　　イ　提出方法

　　　　入札説明書による。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　 　令和４年１月12日（水）午前10時まで（書留郵便による入札については、令和４年１

月11日（火）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。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

　　　　持参し、又は郵送すること。

11　開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月12日（水）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

12　入札保証金

　　規程第12条の規定により免除します。

13　入札の無効

　 　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。ただし、第１号から第５号及び第
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８号から第11号については、紙入札の場合に限ります。

　　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必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。

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

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

第３条に規定する中小企業等協同組合とその組合員の関係にある場合に該当する場合に

は、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員である場合

の入札を除く。）は全て無効にします。ただし、該当する者の一者を除く全てが入札を辞

退した場合には、残る一者の入札は無効とはなりません。

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

14　落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、規程第９条第１項

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

ます。なお、予定価格及び「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税

を含むものとします。

15　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

16　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。

17　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　 　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。

　　 　ただし、令和３年12月３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

５時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

18　その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

れた単価に基づく単価契約とします。

　 　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、
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当該契約は変更又は解除することができます。

19　Summary 

　　Contract Content : Electricity to use in Koutou Pumping Site.

　　Quantity :11,346,000 kWh

　 　Deadline for submitting application forms and other required documents by those 

intending to make bids : ５:00 p.m. December 3, 2021.

　　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 12, 2022.

　 　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

ku, Kobe 650-8570, Japan.

　　TEL 078-322-5159

神戸市水道公告第72号

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

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

調達契約」という。）を締結するので、特例政令第６条並びに神戸市水道局契約規程（昭和39

年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第21条の７第１項において読み替える規

程第６条及び規程第21条の７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17日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

１　入札に付する事項

　　物品の名称

　　　神戸市水道局神崎川ポンプ場電気調達　

　　予定数量

　　　2,828,000キロワットアワー

　　納入場所

　　　神戸市水道局神崎川ポンプ場

　　納入期限

　　　令和４年４月１日から令和６年３月31日まで

　　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

希望する場合は、紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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開札の日までの間
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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。

　 　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。

　 　電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３号

に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律（平

成26年法律第72号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を受け

たものとみなされる者。ただし、電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業

者の登録申請が完了している者は、入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録を受けること。

　 　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から、入札説明書に記載する基準を満た

すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号078-322-5880）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

６　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、審査の通知の方法等について

は、入札説明書によります。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月１日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は入

札説明書をダウンロードしてください。

　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

　　　 　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

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

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼働時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　　イ 　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システ

ムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、下記によります。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　公告の日の翌日から令和３年12月３日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

10　入札書の提出期間及び提出方法等

　　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　令和４年１月11日（火）午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和４年１月12日（水）午前９時から午前10時まで

　　イ　提出方法

　　　　入札説明書による。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　 　令和４年１月12日（水）午前10時まで（書留郵便による入札については、令和４年１

月11日（火）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。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法
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　　　　持参し、又は郵送すること。

11　開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月12日（水）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

12　入札保証金

　規程第12条の規定により免除します。

13　入札の無効

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

８号から第11号については、紙入札の場合に限ります。

　　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必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。

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

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

第３条に規定する中小企業等協同組合とその組合員の関係にある場合に該当する場合に

は、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員である場合

の入札を除く。）は全て無効にします。ただし、該当する者の一者を除く全てが入札を辞

退した場合には、残る一者の入札は無効とはなりません。

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

14　落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、規程第９条第１項

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

ます。なお、予定価格及び「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税

を含むものとします。

15　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

16　苦情の申出
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　 　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。

17　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　 　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。

　　 　ただし、令和３年12月３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

５時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

18　その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

れた単価に基づく単価契約とします。

　 　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、

当該契約は変更又は解除することができます。

19　Summary 

　　Contract Content : Electricity to use in Kanzakigawa Pumping Site.

　　Quantity :2,828,000 kWh

　 　Deadline for submitting application forms and other required documents by those 

intending to make bids : ５:00 p.m. December 3, 2021.

　　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 12, 2022.

　 　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan.

　　TEL 078-322-5159

神戸市水道公告第73号

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

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

調達契約」という。）を締結するので、特例政令第６条並びに神戸市水道局契約規程（昭和39

年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第21条の７第１項において読み替える規

程第６条及び規程第21条の７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17日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

１　入札に付する事項

　　物品の名称

　　　神戸市水道局車ポンプ場他11施設電気調達　

　　予定数量



令和３年 11月 30日 第3736号神 戸 市 公 報4896

　　　13,461,914キロワットアワー

　　納入場所

　　　神戸市水道局車ポンプ場他11施設

　　納入期限

　　　令和４年４月１日から令和６年３月31日まで

　　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

希望する場合は、紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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開札の日までの間

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。

　 　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。

　 　電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３号

に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律（平

成26年法律第72号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を受け

たものとみなされる者。ただし、電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業

者の登録申請が完了している者は、入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録を受けること。

　 　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から、入札説明書に記載する基準を満た

すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号078-322-5880）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

６　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、審査の通知の方法等について

は、入札説明書によります。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法
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　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月１日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は入

札説明書をダウンロードしてください。

　 　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

　　　 　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼働時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　　イ 　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システ

ムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、下記によります。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　公告の日の翌日から令和３年12月３日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

10　入札書の提出期間及び提出方法等

　　電子入札による場合

　　ア　提出期間
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　　　　第１日目　令和４年１月11日（火）午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和４年１月12日（水）午前９時から午前10時まで

　　イ　提出方法

　　　　入札説明書による。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　 　令和４年１月12日（水）午前10時まで（書留郵便による入札については、令和４年１

月11日（火）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。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　ウ　提出方法

　　　持参し、又は郵送すること。

11　開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月12日（水）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

12　入札保証金

　　規程第12条の規定により免除します。

13　入札の無効

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

８号から第11号については、紙入札の場合に限ります。

　　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必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。

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

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。
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　 　この入札に参加する複数の者の関係が、中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）

第３条に規定する中小企業等協同組合とその組合員の関係にある場合に該当する場合に

は、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員である場合

の入札を除く。）は全て無効にします。ただし、該当する者の一者を除く全てが入札を辞

退した場合には、残る一者の入札は無効とはなりません。

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

14　落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、規程第９条第１項

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

ます。なお、予定価格及び「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税

を含むものとします。

15　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

16　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。

17　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　 　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。

　　 　ただし、令和３年12月３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

５時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

18　その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

れた単価に基づく単価契約とします。

　 　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、

当該契約は変更又は解除することができます。

19　Summary 

　 　Contract Content : Electricity to use in Kuruma Pumping Site and 11 other water 

supply facilities.

　　Quantity :13,461,914 kWh

　 　Deadline for submitting application forms and other required documents by those 

intending to make bids : ５:00 p.m. December 3, 2021.

　　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 12, 2022.

　 　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan.

　　TEL 078-322-5159
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神戸市水道公告第74号

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

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

調達契約」という。）を締結するので、特例政令第６条並びに神戸市水道局契約規程（昭和39

年４月水道管理規程第９号。以下「規程」という。）第21条の７第１項において読み替える規

程第６条及び規程第21条の７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17日

神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

１　入札に付する事項

　　物品の名称

　　　神戸市水道局センター５施設および北野会館電気調達　

　　予定数量

　　　1,270,062キロワットアワー

　　納入場所

　　　神戸市水道局センター５施設および北野会館

　　納入期限

　　 　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで。但し、垂水センターにおいては令和４年

４月１日から令和４年９月30日（予定）までとする。

　　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

希望する場合は、紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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開札の日までの間

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。

　 　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。

　 　電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３号

に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律（平

成26年法律第72号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を受け

たものとみなされる者。ただし、電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業
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者の登録申請が完了している者は、入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録を受けること。

　 　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から、入札説明書に記載する基準を満た

すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市水道局経営企画課（電話番号078-322-5880）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎４号館６階

５　入札に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

６　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、審査の通知の方法等について

は、入札説明書によります。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　　公告の日から令和３年12月１日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　 　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）「神戸市ページの目

次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載します。参加する者は入

札説明書をダウンロードしてください。

　 　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

　　　 　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

　　　　無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼働時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　　イ 　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システ
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ムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、下記によります。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　公告の日の翌日から令和３年12月３日（金）まで（本市の休日を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

10　入札書の提出期間及び提出方法等

　　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　令和４年１月11日（火）午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和４年１月12日（水）午前９時から午前10時まで

　　イ　提出方法

　　　　入札説明書による。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　 　令和４年１月12日（水）午前10時まで（書留郵便による入札については、令和４年１

月11日（火）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。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

　　　　持参し、又は郵送すること。

11　開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月12日（水）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階
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12　入札保証金

　　規程第12条の規定により免除します。

13　入札の無効

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

８号から第11号については、紙入札の場合に限ります。

　　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必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。

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

　　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。

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

第３条に規定する中小企業等協同組合とその組合員の関係にある場合に該当する場合に

は、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員である場合

の入札を除く。）は全て無効にします。ただし、該当する者の一者を除く全てが入札を辞

退した場合には、残る一者の入札は無効とはなりません。

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

14　落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、規程第９条第１項

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

ます。なお、予定価格及び「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税

を含むものとします。

15　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

16　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。

17　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　 　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。

　　 　ただし、令和３年12月３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

５時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。
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18　その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載さ

れた単価に基づく単価契約とします。

　 　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、

当該契約は変更又は解除することができます。

19　Summary 

　 　Contract Content : Electricity to use in ５ Waterworks Bureau Service Offices and 

Kitano Hall.

　　Quantity :1,270,062 kWh

　 　Deadline for submitting application forms and other required documents by those 

intending to make bids : ５:00 p.m. December 3, 2021.

　　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 12, 2022.

　 　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

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

　　Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan.

　　TEL 078-322-5159

神戸市水道公告第78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12日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市水道事業管理者　山　本　泰　生

１　入札に付する事項

工 事 名 北（泉台４丁目）配水管取替工事

工事場所 神戸市北区泉台４丁目

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

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４年12月27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： φ50（PE）-734.8ｍ、φ75（PE）-5.4ｍ、φ75-69.7ｍ、
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　　　　　　φ100-231.7ｍ、φ150-6.3ｍ、φ200-132.6ｍ、φ300-1.0ｍ

管撤去延長： φ75（HIVP）-161.4ｍ、φ75-15.3ｍ、φ100-234.5ｍ、

　　　　　　φ150-483.6ｍ、φ200-288.6ｍ、φ300-2.4ｍ

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または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

土木一般の総合点数が920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。）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



令和３年 11月 30日 第3736号神 戸 市 公 報4906

　　 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12日（金）～11月26日（金）

　※ 神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く、電子入札システムの稼動時間内（午前９時～

午後８時）

提出場所 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29日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月30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12月１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。



令和３年 11月 30日 第3736号神 戸 市 公 報 4907

　　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80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17日

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

１　入札に付する事項

工 事 名 箕谷減圧弁二系統化工事

工事場所 神戸市北区日の峰１丁目

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５月13日　

工事概要

減圧弁室・仕切弁室改良　一式

舗装取壊し・復旧工　一式

減圧弁φ500設置　２箇所、バタフライ弁φ500設置　７箇所、

仕切弁φ500撤去　６箇所

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
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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17日（水）～11月26日（金）

　※ 神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第28号）第２条第１項各号

に掲げる本市の休日を除く、電子入札システムの稼動時間内（午前９時～

午後８時）

提出場所 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29日（月）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年11月30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
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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12月１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。

交 通 局

神戸市交通公告49号

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

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

調達契約」という。）を締結するので、特例政令第６条並びに神戸市交通局契約規程（昭和51

年８月交規程第15号。以下「規程」という。）第27条の５第１項において読み替える規程第４

条及び規程第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17日

神戸市交通事業管理者　城　南　雅　一

１　入札に付する事項

　　物品の名称
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　　　神戸市交通局魚崎営業所他８施設電気調達　

　　予定数量

　　　2,032,816キロワットアワー

　　納入場所

　　　神戸市交通局魚崎他８施設

　　納入期限

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

希望する場合は、紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　　令和２年度及び令和３年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

　 　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。

　 　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。

　 　電気事業法（昭和39年法律第170号。以下「電気事業法」という。）第２条第１項第３号

に規定する小売電気事業者の登録を受けた者、電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録申請が完了している者又は電気事業法等の一部を改正する法律（平

成26年法律第72号）附則第２条第１項の規定に基づき電気事業法第２条の２の登録を受け

たものとみなされる者。ただし、電気事業法第２条第１項第３号に規定する小売電気事業

者の登録申請が完了している者は、入札までに電気事業法第２条第１項第３号に規定する

小売電気事業者の登録を受けること。

　 　環境への負荷の低減を図ることを考慮する観点から、入札説明書に記載する基準を満た

すこと。

４　特定調達契約に関する事務を担当する部局

　　神戸市交通局経営企画課（電話番号078-984-0104）

　　神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号652-0855）

　　御崎Ｕビル３階

５　入札に関する事務を担当する部局

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

６　入札に参加する者に必要な資格の審査

　 　この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配付、審査の通知の方法等について
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は、入札説明書によります。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　　交付期間

　　公告の日から令和３年12月１日（水）午後５時まで

　　交付方法

　　　神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）

　　 　「神戸市ページの目次＞物品発注情報（特定調達契約に係る一般競争入札）」に掲載し

ます。参加する者は入札説明書をダウンロードしてください。

　 　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

　　　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない場合は、下記のとおり交付します。

　　ア　交付期間

　　　 　公告の日から令和３年12月１日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

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

を除く。）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　交付方法

　　　無料交付

８　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から令和３年12月２日（木）まで

　　　　電子入札システムの稼働時間内（本市の休日を除く、午前９時から午後８時）

　　イ 　ただし、添付書類の電子データの容量が合計で３MBを超えるもの、電子入札システ

ムによる提出書類で不備があるもの等の提出期間及び提出場所は、下記によります。

  　紙入札による場合

　　ア　提出期間　

　　　　公告の日の翌日から令和３年12月３日（金）まで（本市の休日を除く）

　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

９　契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　神戸市役所本庁舎１号館２階

10　入札書の提出期間及び提出方法等
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　　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　令和４年１月11日（火）午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　令和４年１月12日（水）午前９時から午前10時まで

　　イ　提出方法

　　　　入札説明書による。

　　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　 　令和４年１月12日（水）午前10時まで（書留郵便による入札については、令和４年１

月11日（火）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。）

　　イ　提出場所

　　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

　　ウ　提出方法

　　　　持参し、又は郵送すること。

11　開札の日時及び場所

　　開札日時

　　　令和４年１月12日（水）午前10時30分から

　　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局契約監理課（電話番号078-322-5159）

　　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号650-8570）

　　　神戸市役所本庁舎１号館２階

12　入札保証金

　　規程第７条第２号の規定により免除します。

13　入札の無効

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

８号から第11号については、紙入札の場合に限ります。

　　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必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。

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

　　入札書と契約単価兼積算内訳表（様式は任意）に割印がないとき。

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

第３条に規定する中小企業等協同組合とその組合員の関係にある場合に該当する場合に

は、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員である場合

の入札を除く。）は全て無効にします。ただし、該当する者の一者を除く全てが入札を辞

退した場合には、残る一者の入札は無効とはなりません。

　　前各号に掲げるもののほか、入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

14　落札者の決定の方法

　 　落札者の決定は、入札説明書に従って「入札書」に記載された金額が、規程第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す。

なお、予定価格及び「入札書」に記載する金額は、取引に係る消費税及び地方消費税を含む

ものとします。

15　特定調達契約の手続において使用する言語及び通貨の種類

　　日本語及び日本国通貨に限ります。

16　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。

17　入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

　 　第３項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者は、当該入札に参

加する者に必要な入札参加資格の審査の申請を行財政局契約監理課に行えば、当該審査を

受けることができます。

　　 　ただし、令和３年12月３日（金）の午後５時までに入札参加資格の審査の申請を行わな

い場合は、当該入札に参加することはできません。

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

５時まで（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

18　その他

　 　この契約は、入札時に「入札書」とともに提出する「契約単価兼積算内訳表」に記載され

た単価に基づく単価契約とします。

19 　翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、当

該契約は変更又は解除することができます。

20　Summary 

　 　Contract Content : Electricity to use in Uozaki Branch Office and ８ other bus 

service facilities.

　　Quantity : 2,032,816kWh

　 　Deadline for submitting application forms and other required documents by those 

intending to make bids : ５:00 p.m. December 3, 2021

　　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. January 12, 2022.

　 　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

Division, Finance Department, Administration and Finance Bureau, City of Kobe, 
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6-5-1,Kano-cho, Chuo-ku, Kobe 650-8570, Japan.

　　TEL 078-322-5159

神戸市交通公告第55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17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 西神中央駅照明設備改修工事

工事場所 神戸市西区糀台５丁目

完成期限 令和４年３月25日

工事概要 西神中央駅の電灯設備改修工事を行う工事一式

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

　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。

令和２・３年度

神戸市競争入札

参加資格の点数

電気一般の総合点数が940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。）

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17日（水）～11月30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12月１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　令和３年12月２日（木）午前９時～午後３時

方 　法

　電子入札システムに、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12月３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」

ウ 再入札の場合 「再入札通知書」

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。




