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「こうべのお店表彰業務」に関する一般競争入札については、この入札説明書によるものと

する。 

 

１ 入札に付する事項 

（１）件名 

こうべのお店表彰業務 

（２）納入場所 

市が指定する場所 

（３）契約期間 

契約締結日から令和５年３月 31 日まで 

 

２ 入札参加資格 

次に掲げる要件を満たしていること。ただし、（６）及び（７）の要件は、審査の申請受

付期間の最終日までに満たすことが必要であり、（６）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。 

（１）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）神戸市内に本社又は本店を有すること。 

（３）「令和４・５年度神戸市物品等競争入札参加資格」を有すること。 

（４）（３）の要件を満たさない場合は、以下の要件を満たしていること。 

① 事業者及びその代表者が、直近 1年間の国税及び地方税について滞納していないこと。 

② 暴力団員が役員として経営に関与（実質的に関与している場合を含む）していないこ

と。 

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

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

ていないこと。 

（６）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。 

（７）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 入札への参加申し込み 

（１）提出書類 

本入札に参加しようとする者（以下「申請者」という。）は、次の①から⑤までに掲げ

る書類を提出し、本入札における参加資格の審査を受けること。ただし、「令和４・５年

度神戸市物品等競争入札参加資格」を有しない場合は、以下の⑥から⑨までに掲げる書類

を併せて提出すること。 

① 一般競争入札参加資格審査申請書（様式１号） 

  ② 資本関係・人的関係調書（入札参加資格審査の申請日現在におけるもの）（様式２号） 

  ③ 申請者の概要がわかる資料（会社案内等で可。様式不問） 
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  ④ 申請者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

業等協同組合の場合は、役員名簿及び組合員名簿 

  ⑤ 会社の経営状態を証する資料（直近１期分の決算関係書類等） 

⑥ 会社・法人の登記事項に関する履歴事項全部証明書 

⑦ 国税及び地方税の滞納が無いことを証明する納税証明書 

⑧ 印鑑証明書 

⑨ 暴力団等の排除及び適正な労働条件の確保に係る誓約書（様式３号） 

（２）提出部数 

各１部 

（３）提出方法 

持参又は郵送により提出すること。郵送で提出する場合は、一般書留又は簡易書留によ

ることとし、それ以外の方法で郵送されたものは受け付けない。 

（４）提出期限 

公告の日から令和４年７月 26 日（火）午後５時 30 分まで 

郵送する場合は、令和４年７月 26 日（火）午後５時 30 分までに必着のこと。また、不

慮の事故等による紛失又は遅配については考慮しない。 

持参による場合は、神戸市の休日を定める条例（平成３年３月 28 日条例第 28 号）第２

条第１項各号に掲げる本市の休日を除く、午前８時 45 分から午後５時 30 分までに、持参

すること。 

（５）提出先 

   〒651-0087 

神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 号 三宮ビル東館４階 

神戸市経済観光局商業流通課 

（６）その他 

書類の作成に係る費用は申請者の負担とする。また、提出された書類は返却しない。 

 

４ 仕様書等に関する質疑回答 

（１）質問方法 

申請者は、質疑がある場合のみ、質問票（様式４号）をＥメールで、神戸市経済観光局

商業流通課（shogyo@office.city.kobe.lg.jp）へ提出すること。なお、Ｅメールのタイトル

は必ず、「【質問】こうべのお店表彰業務（申請者の商号又は名称）」とすること。 

（２）質問票の提出期限 

公告の日から令和４年７月 26 日（火）午後５時 30 分必着 

（３）質疑への回答 

令和４年７月 29 日（金）までに随時、本市ホームページに、全参加者が閲覧可能な状

態で掲載する。 

（４）その他 

書類の作成に係る費用は申請者の負担とする。また、提出された書類は返却しない。 

 

mailto:shogyo@office.city.kobe.lg.jp
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５ 入札参加資格の審査及び通知 

（１）入札参加資格は、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を    

前提条件とし、提出された書類により審査する。結果は令和４年７月 29 日（金）以降に

入札参加資格審査結果通知書により通知する。 

（２）入札への参加資格を有しないと判定された者には、その理由を付して通知する。 

（３）（２）の理由を付した（１）の通知書により通知を受けた者は、その通知を受けた日か

ら７日以内に、市長に対して、入札への参加資格を有しないと判定した理由の説明を、書

面により求めることができる。 

（４）市は、（３）の請求を受けたときは、その請求を受けた日から７日以内に書面により回

答を行う。 

（５）入札参加資格の審査については、神戸市経済観光局商業流通課内で行う。 

 

６ 神戸市契約規則、神戸市物品売買契約約款、物品賃貸借契約約款及び神戸市製造その他請

負契約約款の閲覧 

神戸市契約規則（昭和 39 年３月 31 日規則第 120 号）及び神戸市物品売買契約約款、物品

賃貸借契約約款及び神戸市製造その他請負契約約款（昭和 44 年４月１日市長決定）は、神

戸市行財政局契約監理課で閲覧可能。 

 

７ 入札書の提出 

（１）提出期限 令和４年８月３日（水）午前 10 時 30 分まで 

（２）提 出 先 神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 号 三宮ビル東館４階 

神戸市経済観光局商業流通課 

（３）提出部数 １部 

（４）提出方法 持参すること。なお、入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出する

こと。 

 

８ 開札の日時及び場所 

（１）開札日時 令和４年８月３日（水）午前 11 時から 

（２）開札場所 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 

神戸市契約規則第７条第２号の規定により免除する。 

 

10 入札方法等 

（１）開札には、出席すること。 

（２）入札に当たっての交渉は行わない。 

（３）一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

（４）開札に当たっては、神戸市経済観光局商業流通課の事務職員が立ち会う。 
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11 入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１）開札を欠席したとき。 

（２）入札書が提出期限を過ぎて提出されたとき。 

（３）入札書の金額その他主要な事項の記載内容が確認し難いとき。 

（４）入札書に記名及び押印がないとき。 

（５）一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。 

（６）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。 

（７）入札者及びその代理人が、他の入札代理人となり、又は複数人が共同して入札したとき。 

（８）入札資格を有しない者が入札したとき。 

（９）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。 

（10）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。 

（11）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。 

（12）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。 

① 資本関係 

以下のいずれかに該当する場合。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。 

ア 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 

イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

② 人的関係 

以下のいずれかに該当する場合。ただし、アについては、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。 

   ア 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 

   イ 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 

③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

 ア 上記①又は②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。 

 イ 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。 

（13）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。 

 



5 

12  落札者の決定方法 

（１）落札者の決定は、「こうべのお店表彰業務」一式の総額により行う。 

（２）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する。 

 

13 契約等に係る事項 

落札後、契約の締結にあたっては、契約書の作成を要し、その契約書は、神戸市委託契約

約款により作成する。 

 

14 委託料の支払いに係る事項 

  業務完了後、本市の検査を経て、受託者の請求に基づき支払うこととする。なお、受託者

は、委託業務完了前に同業務に必要な経費の支払いを受けようとするときは、委託料の５割

に相当する額を上限に本市に前金払いを請求できるものとする。 

 

15 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とする。 

 

16 違約金、損害賠償等に関する措置 

  申請者が契約相手方となった場合において、神戸市委託契約約款第 22 条第１項、第３項

及び第４項の各号に定める事由に該当した場合は、市長は同条の規定に基づき、申請者から

違約金を徴収するほか、損害賠償を請求することがある。 

 

17 入札参加資格を有しない者の参加 

第２項第１号に掲げる入札参加資格を有しない者も、本入札における参加資格審査を申請

することができる。なお、開札の日時までに入札参加資格を有すると認定されなければ、入

札に参加することはできない。 

 

18 入札に関する問い合わせ及び必要書類の提出先 

  〒651-0087 

神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 号 三宮ビル東館４階 

  神戸市経済観光局商業流通課  担当 秋山・池田 

  ℡：078-984-0346  Fax：078-984-0345 

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

mailto:shogyo@office.city.kobe.lg.jp

