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１０３５

  告     示  

神戸市告示第１３５号

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により，中突堤駐車施設他

使用料の徴収事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示する。

　　平成２９年５月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市長　久　元　喜　造

１　受託者

　　中突堤駐車施設等管理共同事業体

　　代表者　神戸市中央区波止場町２番２号

　　一般社団法人　神戸港振興協会

　　　代表理事　岡　口　憲　義

２　受託期間

　　平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日

―――――――――――――――――

神戸市告示第１３７号

　次の港湾施設は，平成２９年５月３１日限り，その供用を廃止する。

　　平成２９年５月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　供用を廃止する港湾施設

　　上屋

―――――――――――――――――

神戸市告示第１３８号

　次の特定地域型保育事業所について，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第４８条

の規定による第２９条第１項の確認の辞退があったので，第５３条の規定により告示する。

　　平成２９年５月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

規　模構　造位　　置名　　称

８９６．６７平方

メートル

鉄骨造（一部鉄筋コンク

リート造）３階建て

神戸市中央区港島５

丁目２番地

ポートアイランドコ

ンテナ第８号上屋

事業の種類辞退の年月日設　置　者所　在　地名　　称

家庭的保育事業
平成２９年

５月３１日
北口　文子

垂水区西舞子４

丁目

きたぐち赤ちゃん

ホーム



―――――――――――――――――

神戸市告示第１３９号

　次の特定地域型保育事業所について，平成２９年６月１日付子ども・子育て支援法（平成２４年

法律第６５号）第４３条第１項の確認をしたので，同法第５３条の規定により告示する。

　　平成２９年６月１日

    神戸市長　久　元　喜　造

――――――――――――――――

神戸市告示第１４０号

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第１項，地方公営企業法（昭和２７年法律第

２９２号）第４０条の２第１項及び神戸市「財政事情」の公表に関する条例（昭和３９年３月条例第

７３号）の定めるところにより，平成２８年１０月１日から平成２９年３月３１日までの期間における財

政事情を「財政のあらまし」により公表する。

　　平成２９年６月１日

    神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

神戸市告示第１４１号

　住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第３条第３項の規定により，住居表示を実

施する区域及び期日並びに当該区域における住居表示の方法並びに街区符号及び住居番号を次

のとおり告示する。

　　平成２９年６月１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　実施する区域

　　北区山田町藍那及び山田町下谷上の一部（別図のとおり）

２　実施する期日

　　平成２９年７月１日

３　住居表示の方法

　　街区方式

４　街区符号及び住居番号

　　別添北区住居表示案内図のとおり。

　　別図及び北区住居表示案内図は，神戸市市民参画推進局参画推進部区政振興課及び北区総

　務部市民課に備え置き，縦覧に供する。

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０３６

事業の種類確認の年月日設置者所　在　地名　　称

家庭的保育事

業

平成２９年

６月１日
北口　文子

垂水区舞子台６丁目１９番３号

第２明和ハイツ１Ｆ

きたぐち赤ちゃ

んホーム
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―――――――――――――――――

神戸市告示第１４３号

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

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

次のとおり告示する。

　　平成２９年６月１日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体

　⑴　名称

　　　鳴子自治会

　⑵　主たる事務所

　　　神戸市北区鳴子１丁目１０番地の４

　⑶　代表者の氏名

　　　河原　恵子

　⑷　代表者の住所

　　　神戸市北区鳴子１丁目１０番地の２

２　変更があった事項及びその内容

　⑴　代表者の氏名

　　　「入江　大輔」を「河原　恵子」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市北区鳴子２丁目４番地の２」を「神戸市北区鳴子１丁目１０番地の２」に改める。

３　変更の年月日 

　　平成２９年４月２日

―――――――――――――――――

神戸市告示第１４４号

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

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

次のとおり告示する。

　　平成２９年６月１日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体

　⑴　名称

　　　神戸ジェームス山自治会

　⑵　主たる事務所

　　　神戸市垂水区塩屋町７丁目１０番２１号

　⑶　代表者の氏名

　　　圓尾　大輔

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０４２



１０４３

　⑷　代表者の住所

　　　神戸市垂水区塩屋町７丁目８番１８号

２　変更があった事項及びその内容

　⑴　代表者の氏名

　　　「峯　基二」を「圓尾　大輔」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市垂水区塩屋町７丁目８番１号」を「神戸市垂水区塩屋町７丁目８番１８号」に改

　　める。

３　変更の年月日 

　　平成２９年４月２３日

―――――――――――――――――

神戸市告示第１４５号

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

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

次のとおり告示する。

　　平成２９年６月１日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体

　⑴　名称

　　　漆山自治会

　⑵　主たる事務所

　　　神戸市西区伊川谷町有瀬５５５番地の６

　⑶　代表者の氏名

　　　松下　謙次

　⑷　代表者の住所

　　　神戸市西区伊川谷町有瀬１４７番地の２５

２　変更があった事項及びその内容

　⑴　代表者の氏名

　　　「久保　武司」を「松下　謙次」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市西区伊川谷町有瀬７５４番地」を「神戸市西区伊川谷町有瀬１４７番地の２５」に改め

　　る。

３　変更の年月日 

　　平成２９年５月７日

―――――――――――――――――

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号



神戸市告示第１４６号

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

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

次のとおり告示する。

　　平成２９年６月１日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体

　⑴　名称

　　　下村自治会

　⑵　主たる事務所

　　　神戸市西区平野町下村１３９番地の２

　⑶　代表者の氏名

　　　森　博之

　⑷　代表者の住所

　　　神戸市西区平野町下村１７６番地

２　変更があった事項及びその内容

　⑴　代表者の氏名

　　　「小林　司」を「森　博之」に改める。

　⑵　代表者の住所

　　　「神戸市西区平野町下村２３５番地の１」を「神戸市西区平野町下村１７６番地」に改める。

３　変更の年月日

　　平成２９年１月８日

―――――――――――――――――

神戸市告示第１４７号

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

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

次のとおり告示する。

　　平成２９年６月１日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　届け出た地縁による団体

　⑴　名称

　　　百合ヶ丘むつみ会

　⑵　主たる事務所

　　　神戸市北区緑町６丁目３３番１１号

　⑶　代表者の氏名

　　　中田　かおり

　⑷　代表者の住所

　　　神戸市北区緑町６丁目２０番６号

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０４４



１０４５

２　変更があった事項及びその内容

　⑴　主たる事務所

　　　「神戸市北区緑町６丁目４番１６号」を「神戸市北区緑町６丁目３３番１１号」に改める。

　⑵　代表者の氏名

　　　「小山　伊平」を「中田　かおり」に改める。

　⑶　代表者の住所

　　　「神戸市北区緑町６丁目４番１６号」を「神戸市北区緑町６丁目２０番６号」に改める。

３　変更の年月日 

　　平成２９年４月２９日

―――――――――――――――――

神戸市告示第１５５号

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

号）第１１条第２項（同条例第１２条第２項において準用する場合を含む。）の規定により自転車

等を撤去し，及び保管したので，同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

　　平成２９年６月１３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造

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

　保管した自転車等の台数，撤去及び保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　　　ア　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　　イ　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

しなければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，　本市に帰属する。

別表

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

問 い 合 わ せ 先
撤去及び保管した

年月日

撤去及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管および

返還の場所



―――――――――――――――――

神戸市告示第１５６号

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

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

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

を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

　　平成２９年６月１３日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　申請の概要

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０４６

神戸市須磨区妙法寺字ヌメリ石

１番地の１

建設局西部建設事務所

電話　７４２－２４２４

平成２９年４月３日

台

台

０

０

自転車 

原動機付自転車

名谷駅周辺

自転車等放置禁止区域須磨区中落合２丁目１番

名谷保管所 台

台

４

３

自転車 

原動機付自転車
須磨区管内長期放置

平成２９年４月５日

台

台

２２

２

自転車 

原動機付自転車

高速長田駅周辺

自転車等放置禁止区域長田区西代通１丁目１番

西代保管所 台

台

８

０

自転車 

原動機付自転車
長田区管内長期放置

平成２９年４月６日

台

台

５

１

自転車 

原動機付自転車

須磨・須磨海浜公園駅周辺

自転車等放置禁止区域須磨区須磨浦通２丁目２番

須磨保管所 台

台

０

０

自転車 

原動機付自転車
須磨区管内長期放置

平成２９年４月１１日

台

台

６

０

自転車 

原動機付自転車

板宿駅（南）周辺

自転車等放置禁止区域長田区西代通１丁目１番

西代保管所 台

台

１

０

自転車 

原動機付自転車
須磨区管内長期放置

平成２９年４月１３日

台

台

２６

１

自転車 

原動機付自転車

新長田駅周辺

自転車等放置禁止区域長田区駒栄町２丁目１番

西部保管所 台

台

３８

１

自転車 

原動機付自転車
長田区管内長期放置

平成２９年４月１８日

台

台

８

０

自転車 

原動機付自転車

鷹取駅（南・北）周辺

自転車等放置禁止区域長田区駒栄町２丁目１番

西部保管所 台

台

１２

０

自転車 

原動機付自転車
長田区管内長期放置

平成２９年４月１９日

台

台

８

１

自転車 

原動機付自転車

板宿駅（南・北）周辺

自転車等放置禁止区域長田区西代通１丁目１番

西代保管所 台

台

０

０

自転車 

原動機付自転車
須磨区管内長期放置

平成２９年４月２５日

台

台

１５

１

自転車 

原動機付自転車

高速長田駅周辺

自転車等放置禁止区域長田区西代通１丁目１番

西代保管所 台

台

３７

２

自転車 

原動機付自転車
長田区管内長期放置

平成２９年４月２６日

台

台

１９

２

自転車 

原動機付自転車

新長田駅周辺

自転車等放置禁止区域長田区駒栄町２丁目１番

西部保管所 台

台

２１

０

自転車 

原動機付自転車
長田区管内長期放置



１０４７

　⑴　申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　　名　称　川崎重工業株式会社

　　　住　所　神戸市中央区東川崎町３丁目１番１号

　　　代表者　代表取締役社長　金花　芳則

　⑵　工場又は事業場の名称及び所在地

　　　名　称　川崎重工業株式会社　西神戸工場

　　　所在地　神戸市西区櫨谷町松本２３４番地

　⑶　特定施設に関する事項

　　ア　特定施設の種類

 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１

 第６５号　酸又はアルカリによる表面処理施設

　　イ　特定施設の概要

 別表１のとおり

　⑷　汚水等の処理に関する事項

　　　別表２のとおり

２　縦覧の期間及び場所

　⑴　期間　平成２９年６月１３日から平成２９年７月４日

　⑵　場所　神戸市環境局環境保全部環境保全指導課

別表１　特定施設の概要

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

６５号
種　　類

酸又はアルカリによる表面処理施設

　　　　　　タンク容量４６Ｌ×３基能力・基数

許可後工事着手予定年月日

工事着手１０日後工事完成予定年月日

完成後翌日使用開始予定年月日

８：００～１８：００，２０：００～翌６：００

１８時間（昼休み２時間停止）

季節的変動なし

使用時間間隔及び

１日当たりの使用時間

並びに季節的変動の概要

最大通常項　　目

１１９～１０水素イオン濃度汚
水
等
の
汚
染
状
態
及
び
量

２０，０００～４０，０００５，０００～２０，０００生物化学的酸素要求量（mg/L）

５，０００～１０，０００４，０００～５，０００化学的酸素要求量（mg/L）

５０～５０００～５０浮遊物質量（mg/L）

２，０００～１０，０００３００～２，０００ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（mg/L）

９００～５，０００５００～９００窒素含有量（mg/L）



別表２　汚水等の処理に関する事項

―――――――――――――――――

神戸市告示第１５７号

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

１項本文並びに第４６条第１項本文の事業者の指定をしたので，同法第７８条及び第１１５条の１０並

びに第８５条の規定により告示する。

　　平成２９年６月１３日

    神戸市長　久　元　喜　造

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０４８

０～５０００～１００りん含有量（mg/L）

０．００９０．００６ ３基合計汚水量(㎥/月)

汚水は全量を廃棄物処理業者に処理を委託する。備　考

総合排水処理施設施設名

水槽－鉄筋コンクリート　機械－鋼板製

４，５００Ｌ×６，０００Ｗ×２，５００Ｈ×３槽
構造・主要寸法

６００㎥ ／日能力

生物処理，凝集加圧浮上，ろ過汚水等の処理の方式

既　設

工事の着手予定年月日

完 成 予 定 年 月 日 

使用開始予定年月日 

常　時

２４時間

季節的変動なし

使用時間間隔および

１日当たりの使用時間

並びに季節的変動の概要

処理後処理前
項　　目処

理
前
及
び
処
理
後
の
汚
水
等
の
状
態
及
び
量

最大通常最大通常

５．８〜８．６６．０〜８．０５．８〜８．６６．０〜８．０水素イオン濃度

１５１０３０２４生物化学的酸素要求量（mg/L）

１５１２３０２６化学的酸素要求量（mg/L）

２０１５５０３１浮遊物質量（mg/L）

４３．５１０８ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（mg/L）

２０１４２２１５窒素含有量（mg/L）

４．８４．１５４．５りん含有量（mg/L）

５７９５２０５７９５２０排水量（㎥/日）

備考



１０４９平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

サービス種類指定年月日
指定申請者

の所在地

指定申請者

の名称

事業所等の

所在地

事業所等の

名称

介護保険

事業所番号

介護予防訪問看護平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市灘

区鶴甲２丁目９

番１８号３０２

ＣＵＨ企画合

同会社

兵庫県神戸市灘

区日尾町２丁目

２－１１－３階南

アリア訪問看

護ステーショ

ン

２８６０２９０３６６

訪問看護平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市灘

区鶴甲２丁目９

番１８号３０２

ＣＵＨ企画合

同会社

兵庫県神戸市灘

区日尾町２丁目

２－１１－３階南

アリア訪問看

護ステーショ

ン

２８６０２９０３６６

介護予防訪問看護平成２９年

４月１日

東京都江戸川区

中葛西３－３７－

４

スターツケア

サービス株式

会社

兵庫県神戸市兵

庫区上庄通３－

２－１６

訪問看護ステ

ーションきら

ら神戸

２８６０５９０３３６

訪問看護平成２９年

４月１日

東京都江戸川区

中葛西３－３７－

４

スターツケア

サービス株式

会社

兵庫県神戸市兵

庫区上庄通３－

２－１６

訪問看護ステ

ーションきら

ら神戸

２８６０５９０３３６

介護予防訪問看護平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市兵

庫区里山町１－

２２４

合同会社介護

リハビリ事業

団

兵庫県神戸市兵

庫区里山町１－

２２４

訪問看護ステ

ーション助っ

人

２８６０５９０３４４

訪問看護平成２９年４

月１日

兵庫県神戸市兵

庫区里山町１－

２２４

合同会社介護

リハビリ事業

団

兵庫県神戸市兵

庫区里山町１－

２２４

訪問看護ステ

ーション助っ

人

２８６０５９０３４４

介護予防訪問看護平成２９年４

月１日

兵庫県神戸市北

区八多町中８９４

番地

株式会社ネオ

ライフサポー

ト

兵庫県神戸市北

区八多町中８８８

番地

ネオライフサ

ポート　訪問

看護ステーシ

ョン

２８６５０９０３５７

訪問看護平成２９年４

月１日

兵庫県神戸市北

区八多町中８９４

番地

株式会社ネオ

ライフサポー

ト

兵庫県神戸市北

区八多町中８８８

番地

ネオライフサ

ポート　訪問

看護ステーシ

ョン

２８６５０９０３５７

介護予防訪問看護平成２９年４

月１日

兵庫県神戸市中

央区波止場町３

番１２号

一般財団法人

サニーピア医

療保健協会

兵庫県神戸市中

央区波止場町３

番１２号

訪問看護ステ

ーション　サ

ニーピア

２８６５１９０４１３

訪問看護平成２９年４

月１日

兵庫県神戸市中

央区波止場町３

番１２号

一般財団法人

サニーピア医

療保健協会

兵庫県神戸市中

央区波止場町３

番１２号

訪問看護ステ

ーション　サ

ニーピア

２８６５１９０４１３

介護予防訪問介護平成２９年４

月１日

兵庫県神戸市東

灘区魚崎南町一

丁目６番１３号

合同会社

ＳＯＭＡＫＡ

兵庫県神戸市東

灘区魚崎南町一

丁目６番１３号

りんごケアス

テーション

２８７０１０３１４６

訪問介護平成２９年４

月１日

兵庫県神戸市東

灘区魚崎南町一

丁目６番１３号

合同会社

ＳＯＭＡＫＡ

兵庫県神戸市東

灘区魚崎南町一

丁目６番１３号

りんごケアス

テーション

２８７０１０３１４６

居宅介護支援平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市灘

区深田町１丁目

３番５号

株式会社

ＭＯＭＯ

兵庫県神戸市灘

区琵琶町２丁目

３－１９　ビワハ

ウス１０１号

ももケアプラ

ンセンター

２８７０２０２６３３

居宅介護支援平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市灘

区備後町２丁目

１番１２－１０１

合同会社ひま

わり六甲

兵庫県神戸市灘

区備後町２丁目

１番１２－１０１号

ひまわり六甲

ケアプランセ

ンター

２８７０２０２６４１

訪問介護平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市灘

区鶴甲２丁目９

番１８号３０２

ＣＵＨ企画合

同会社

兵庫県神戸市灘

区日尾町２丁目

２－１１－３階南

アリアケアセ

ンター

２８７０２０２６５８



平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０５０

通所介護平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市兵

庫区大開通２丁

目２番１号

医療法人社団

せんだん会

兵庫県神戸市兵

庫区兵庫町１丁

目４番６号

みどり通所介

護センター

２８７０５０２９７４

介護予防通所介護平成２９年

４月１日

兵庫県尼崎市東

園田町二丁目１０

番地の１

株式会社クレ

セール

兵庫県神戸市兵

庫区下祇園町２１

番４号　３Ｆ

ポシブル神戸

中央

２８７０５０３２９５

居宅介護支援平成２９年

４月１日

東京都江戸川区

中葛西３－３７－

４

スターツケア

サービス株式

会社

兵庫県神戸市兵

庫区上庄通３－

２－１６

ケアステーシ

ョンきらら神

戸

２８７０５０３３０３

介護予防訪問介護平成２９年

４月１日

東京都江戸川区

中葛西３－３７－

４

スターツケア

サービス株式

会社

兵庫県神戸市兵

庫区上庄通３－

２－１６

ケアステーシ

ョンきらら神

戸

２８７０５０３３１１

訪問介護平成２９年

４月１日

東京都江戸川区

中葛西３－３７－

４

スターツケア

サービス株式

会社

兵庫県神戸市兵

庫区上庄通３－

２－１６

ケアステーシ

ョンきらら神

戸

２８７０５０３３１１

介護予防短期入所生活

介護

平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市兵

庫区里山町１－

４８

社会福祉法人

神戸福生会

兵庫県神戸市長

田区北町３－３

特別養護老人

ホーム長田ケ

アホーム

２８７０６００１２５

短期入所生活介護平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市兵

庫区里山町１－

４８

社会福祉法人

神戸福生会

兵庫県神戸市長

田区北町３－３

特別養護老人

ホーム長田ケ

アホーム

２８７０６００１２５

居宅介護支援平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市長

田区水笠通３丁

目３－１４

株式会社よこ

やま

兵庫県神戸市長

田区水笠通３丁

目３－１４

接骨ケアプラ

ンセンター長

田

２８７０６０３１６０

居宅介護支援平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市兵

庫区里山町１－

４８

社会福祉法人

神戸福生会

兵庫県神戸市長

田区北町３－３

池田宮川居宅

介護支援事業

所

２８７０６０３１７８

介護予防訪問介護平成２９年

４月１日

東京都江戸川区

中葛西３－３７－

４

スターツケア

サービス株式

会社

兵庫県神戸市長

田区川西通３－

５６－２

ケアステーシ

ョンきらら長

田

２８７０６０３１８６

訪問介護平成２９年

４月１日

東京都江戸川区

中葛西３－３７－

４

スターツケア

サービス株式

会社

兵庫県神戸市長

田区川西通３－

５６－２

ケアステーシ

ョンきらら長

田

２８７０６０３１８６

居宅介護支援平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市須

磨区飛松町五丁

目１番地の１

メデイカルサ

ービス株式会

社

兵庫県神戸市須

磨区飛松町五丁

目１番地の２２

ケアプランセ

ンター春

２８７０７０２９４７

居宅介護支援平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市西

区神出町南字谷

畑３６８番地１１９

社会福祉法人

弘英会

兵庫県神戸市須

磨区宝田町３丁

目１番地１２号

東須磨ケアプ

ランセンター

２８７０７０２９５４

居宅介護支援平成２９年

４月１日

兵庫県明石市大

久保町大窪２７５２

－１

社会福祉法人

ひとまる会

兵庫県神戸市垂

水区名谷町字梨

原２３６５－１

介護ヘルパー

サービス　居

宅介護支援事

業所

２８７０８０３７４５

居宅介護支援平成２９年

４月１日

東京都江戸川区

中葛西３－３７－

４

スターツケア

サービス株式

会社

兵庫県神戸市垂

水区西脇２－７

－４９

ケアステーシ

ョンきらら垂

水

２８７０８０３７５２

介護予防訪問介護平成２９年

４月１日

東京都江戸川区

中葛西３－３７－

４

スターツケア

サービス株式

会社

兵庫県神戸市垂

水区西脇２－７

－４９

ケアステーシ

ョンきらら垂

水

２８７０８０３７７８



１０５１平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

訪問介護平成２９年

４月１日

東京都江戸川区

中葛西３－３７－

４

スターツケア

サービス株式

会社

兵庫県神戸市垂

水区西脇２－７

－４９

ケアステーシ

ョンきらら垂

水

２８７０８０３７７８

介護予防通所介護平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市東

灘区御影石町一

丁目１番３２号

社会福祉法人

甲有会

兵庫県神戸市垂

水区小束台８６８

－１１３４

エクレ小束台

デイサービス

センター

２８７０８０３７８６

通所介護平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市東

灘区御影石町一

丁目１番３２号

社会福祉法人

甲有会

兵庫県神戸市垂

水区小束台８６８

－１１３４

エクレ小束台

デイサービス

センター

２８７０８０３７８６

介護予防短期入所生活

介護

平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市東

灘区御影石町一

丁目１番３２号

社会福祉法人

甲有会

兵庫県神戸市垂

水区小束台８６８

－１１３４

エクレ小束台

ショートステ

イセンター

２８７０８０３８０２

短期入所生活介護平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市東

灘区御影石町一

丁目１番３２号

社会福祉法人

甲有会

兵庫県神戸市垂

水区小束台８６８

－１１３４

エクレ小束台

ショートステ

イセンター

２８７０８０３８０２

居宅介護支援平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市北

区山田町上谷上

字古々谷１２番地

の３

医療法人社団

まほし会

兵庫県神戸市北

区唐櫃台２丁目

２３番８号　コー

プからと１階

まほし居宅介

護支援事業所

からと

２８７５００３５２３

居宅介護支援平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市中

央区中町通２－

３－２

医療法人社団

ホームケアク

リニックこう

べ

兵庫県神戸市中

央区中町通２－

３－２

居宅介護支援

事業所あおい

そら

２８７５１０３６５３

訪問介護平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市中

央区八雲通４－

２－２

株式会社　ぱ

すてる

兵庫県神戸市中

央区八雲通４－

２－２

パステルライ

フ

２８７５１０３６６１

介護予防訪問介護平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市中

央区八雲通４－

２－２

株式会社　ぱ

すてる

兵庫県神戸市中

央区八雲通４－

２－２

パステルライ

フ

２８７５１０３６６１

訪問介護平成２９年

４月１日

兵庫県西脇市黒

田庄町田高３１３

番地

社会医療法人

社団正峰会

兵庫県神戸市西

区春日台１丁目

６－１０

正峰会ヘルパ

ーステーショ

ン

２８７５２０４４８５

介護予防訪問介護平成２９年

４月１日

兵庫県西脇市黒

田庄町田高３１３

番地

社会医療法人

社団正峰会

兵庫県神戸市西

区春日台１丁目

６－１０

正峰会ヘルパ

ーステーショ

ン

２８７５２０４４８５

訪問介護平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市垂

水区旭が丘二丁

目３番２号

株式会社フォ

レストケア

兵庫県神戸市垂

水区つつじが丘

四丁目８番１　

つつじが丘ショ

ッピングセンタ

ー１１号

フォレストケ

ア垂水東

２８７０８０３７６０

介護予防訪問介護平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市垂

水区旭が丘二丁

目３番２号

株式会社フォ

レストケア

兵庫県神戸市垂

水区つつじが丘

四丁目８番１　

つつじが丘ショ

ッピングセンタ

ー１１号

フォレストケ

ア垂水東

２８７０８０３７６０

訪問介護平成２９年

４月１日

兵庫県明石市大

久保町大窪２７５２

－１

社会福祉法人

ひとまる会

兵庫県神戸市垂

水区名谷町字梨

原２３６５－１

介護ヘルパー

サービス　訪

問介護

２８７０８０３７３７



―――――――――――――――――

神戸市告示第１５８号

　次の施設について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第１号の指定をした

ので，同法第９３条の規定により告示する。

　　平成２９年６月１３日

    神戸市長　久　元　喜　造　

―――――――――――――――――

神戸市告示第１５９号

　次の事業者について，介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項及び第５４条の

２第１項本文の指定をしたため，同法第７８条の１１及び第１１５条の２０の規定により告示する。

　　平成２９年６月１３日

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０５２

介護予防訪問介護平成２９年

４月１日

兵庫県明石市大

久保町大窪２７５２

－１

社会福祉法人

ひとまる会

兵庫県神戸市垂

水区名谷町字梨

原２３６５－１

介護ヘルパー

サービス　訪

問介護

２８７０８０３７３７

訪問介護平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市須

磨区北落合１丁

目４－１８

ふれあい介護

株式会社

兵庫県神戸市須

磨区北落合１丁

目４－１８

ヘルパーステ

ーション　ふ

れあい

２８７０７０２９６２

介護予防訪問介護平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市須

磨区北落合１丁

目４－１８

ふれあい介護

株式会社

兵庫県神戸市須

磨区北落合１丁

目４－１８

ヘルパーステ

ーション　ふ

れあい

２８７０７０２９６２

訪問介護平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市東

灘区青木２丁目

１６番４号

株式会社ＫＳ

Ｃケア

兵庫県神戸市東

灘区魚崎中町１

丁目７番５号　

東灘パークラン

ド中町３０２

ケアセンター

　えすケア

２８７０１０３１３８

介護予防訪問介護平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市東

灘区青木２丁目

１６番４号

株式会社ＫＳ

Ｃケア

兵庫県神戸市東

灘区魚崎中町１

丁目７番５号　

東灘パークラン

ド中町３０２

ケアセンター

　えすケア

２８７０１０３１３８

特定施設入居者生活介

護

平成２９年

４月１日

東京都港区芝四

丁目２番３号

株式会社生活

科学運営

兵庫県神戸市中

央区加納町二丁

目７番１１号

ライフ＆シニ

アハウス神戸

北野

２８７５１０３６７９

介護予防特定施設入居

者生活介護

平成２９年

４月１日

東京都港区芝四

丁目２番３号

株式会社生活

科学運営

兵庫県神戸市中

央区加納町二丁

目７番１１号

ライフ＆シニ

アハウス神戸

北野

２８７５１０３６７９

サービス種類指定年月日申請者－所在地
申請者－法人

名
事業所－所在地事業所－名称

介護保険

事業所番号

介護老人福祉施設平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市東

灘区御影石町一

丁目１番３２号

社会福祉法人

甲有会

兵庫県神戸市垂

水区小束台８６８

－１１３４

エクレ小束台２８７０８０３７９４



１０５３

    神戸市長　久　元　喜　造

―――――――――――――――――

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

サービス種類指定年月日
指定申請者

の所在地

指定申請者

の名称

事業所等の

所在地

事業所等の

名称

介護保険

事業所番号

地域密着型通所介護平成２９年

４月１日

兵庫県尼崎市東

園田町二丁目１０

番地の１

株式会社クレ

セール

兵庫県神戸市兵

庫区下祇園町２１

番４号　３Ｆ

ポシブル神戸

中央

２８７０５０３２９５

介護予防認知症対応型

通所介護

平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市東

灘区向洋町中３

丁目１－２

社会福祉法人

　協同の苑

兵庫県神戸市東

灘区向洋町中３

丁目２－２

協同の苑　六

甲アイランド

認知症対応型

デイサービス

２８９０１００２９６

認知症対応型通所介護平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市東

灘区向洋町中３

丁目１－２

社会福祉法人

　協同の苑

兵庫県神戸市東

灘区向洋町中３

丁目２－２

協同の苑　六

甲アイランド

認知症対応型

デイサービス

２８９０１００２９６

介護予防認知症対応型

共同生活介護

平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市東

灘区向洋町中３

丁目１－２

社会福祉法人

協同の苑

兵庫県神戸市東

灘区向洋町中３

丁目２－２

協同の苑　六

甲アイランド

グループホー

ム

２８９０１００３０４

認知症対応型共同生活

介護

平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市東

灘区向洋町中３

丁目１－２

社会福祉法人

協同の苑

兵庫県神戸市東

灘区向洋町中３

丁目２－２

協同の苑　六

甲アイランド

グループホー

ム

２８９０１００３０４

介護予防認知症対応型

共同生活介護

平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市須

磨区大黒町１丁

目１－１－１０１

有限会社ＫＹ

Ｔ

兵庫県神戸市須

磨区大黒町１丁

目１－１

グループホー

ム　だいこく

２８９０７００１６０

認知症対応型共同生活

介護

平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市須

磨区大黒町１丁

目１－１－１０１

有限会社ＫＹ

Ｔ

兵庫県神戸市須

磨区大黒町１丁

目１－１

グループホー

ム　だいこく

２８９０７００１６０

介護予防小規模多機能

型居宅介護

平成２９年

４月１日

兵庫県明石市大

久保町大窪２７５２

－１

社会福祉法人

ひとまる会

兵庫県神戸市垂

水区舞子坂３丁

目１６－１０

小規模多機能

型居宅介護　

あったか家族

２８９０８００３７４

小規模多機能型居宅介

護

平成２９年

４月１日

兵庫県明石市大

久保町大窪２７５２

－１

社会福祉法人

ひとまる会

兵庫県神戸市垂

水区舞子坂３丁

目１６－１０

小規模多機能

型居宅介護　

あったか家族

２８９０８００３７４

介護予防認知症対応型

共同生活介護

平成２９年

４月１日

兵庫県明石市大

久保町大窪２７５２

－１

社会福祉法人

ひとまる会

兵庫県神戸市垂

水区舞子坂３丁

目１６－１０

グループホー

ム　あったか

家族

２８９０８００３８２

認知症対応型共同生活

介護

平成２９年

４月１日

兵庫県明石市大

久保町大窪２７５２

－１

社会福祉法人

ひとまる会

兵庫県神戸市垂

水区舞子坂３丁

目１６－１０

グループホー

ム　あったか

家族

２８９０８００３８２

介護予防認知症対応型

共同生活介護

平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市北

区鈴蘭台西町１

丁目１６番１５号

一般社団法人

大空

兵庫県神戸市北

区鈴蘭台西町１

丁目１６番１５号

グループホー

ム　ありがと

う

２８９５０００３２７

認知症対応型共同生活

介護

平成２９年

４月１日

兵庫県神戸市北

区鈴蘭台西町１

丁目１６番１５号

一般社団法人

大空

兵庫県神戸市北

区鈴蘭台西町１

丁目１６番１５号

グループホー

ム　ありがと

う

２８９５０００３２７



神戸市告示第１６０号

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

号）第１１条第２項（同条例第１２条第２項において準用する場合を含む。）の規定により自転車

等を撤去し，及び保管したので，同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

　　平成２９年６月１３日

    神戸市長　久　元　喜　造　

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

　及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

　　別表のとおり

２　保管期間

　　この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３　返還事務を行う時間

　⑴　北保管所及び岡場保管所

　　ア　自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して７日以内

　　　契　月曜日から金曜日まで　午後３時から午後７時まで

　　　形　土曜日　午後１時から午後５時まで

　　イ　自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して８日以降

　　　契　火曜日，木曜日　午後３時から午後７時まで

　　　形　土曜日　午後１時から午後５時まで

４　返還を受けるために必要な事項

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

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

　なければならない。

５　その他

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

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

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

　きは，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０５４

問 い 合 わ せ 先
撤去し，及び

保管した年月日

撤去し，及び保管した

自転車等の台数

自転車等が置かれ，又は

放置されていた場所

自転車等の保管及び

返還の場所

北区有野町唐櫃３０６４

建設局北建設事務所

電話　９８１－５１９１

平成２９年３月１日

から

平成２９年３月３１日

までの間

台

台

２

０

自転車 

原動機付自転車

北建設事務所管内一円
北区鈴蘭台東町６丁目１

北保管所

平成２９年３月１日

から

平成２９年３月３１日

までの間

台

台

２

０

自転車

原動機付自転車

北建設事務所管内一円

北区藤原台北町１丁目

（神戸電鉄高架下）

岡場保管所



１０５５

  公     告  

神戸市公告第１４４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。

　　平成２９年５月２６日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

桜が丘小学校給水設備他改修工事工 事 名

神戸市西区桜が丘中町３丁目３－２工事場所

平成２９年９月２９日　完成期限

給水設備他改修工事，それに伴う電気設備工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

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。

建設業の許可

管一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　受付最終日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局財政部契約監理課（以下「契約監理課」という。）

　発注工事を，受付期間の最終日において施工中（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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，受付期間の最終日におい

　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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎３号館３階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４６・７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０５６

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

平成２９年５月２６日（金）～６月２日（金）

※　土曜，日曜を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後８ 

　時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　平成２９年６月５日（月）午前９時～午後８時

第２日目　平成２９年６月６日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

平成２９年６月７日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



１０５７

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１４５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。

　　平成２９年５月２６日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

兵庫区総合庁舎・消防署建設空気調和設備工事工 事 名

神戸市兵庫区荒田町１丁目３番１の一部，３番５の一部，３番７の一部工事場所

平成３３年３月１５日　　完成期限

兵庫区総合庁舎・消防署の建設に伴う空気調和設備工事工事概要

平成３０年度以降，各会計年度ごとに当該年度の出来高予定額の４割以内（中間

前払金は２割以内）の額を支払う。
前 払 金

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

単独企業形態

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。

建設業の許可

管一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　受付最終日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局財政部契約監理課（以下「契約監理課」という。）

　発注工事を，受付期間の最終日において施工中（落札決定後契約前で

その他



３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎３号館３階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４６・７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０５８

　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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，受付期間の最終日におい

　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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

第１日目　平成２９年６月１２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　平成２９年６月１３日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

平成２９年５月２６日（金）～６月９日（金）

※　土曜，日曜を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後８ 

　時）

受付期間

契約監理課提出場所

平成２９年６月１４日（水）午前１０時３０分日 時



１０５９

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１４６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。

　　平成２９年５月２６日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

甲緑小学校給水設備他改修工事工 事 名

神戸市北区緑町７丁目１２－１０工事場所

平成２９年９月２９日完成期限

給水設備直圧化工事，消火設備改修工事，それに伴う電気設備工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態



３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎３号館３階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４６・７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０６０

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　受付最終日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局財政部契約監理課（以下「契約監理課」という。）

　発注工事を，受付期間の最終日において施工中（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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，受付期間の最終日におい

　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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

その他

平成２９年５月２６日（金）～６月２日（金）

※　土曜，日曜を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後８ 

　時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　平成２９年６月５日（月）午前９時～午後８時日 時



１０６１

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１４７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。

　　平成２９年５月２６日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

第２日目　平成２９年６月６日（火）午前９時～午後３時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

平成２９年６月７日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

兵庫中学校屋根改修他工事工 事 名

神戸市兵庫区永沢町４丁目３－３６工事場所

平成２９年１１月３０日　完成期限



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎３号館３階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４６・７）

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

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０６２

屋根・外壁改修他工事，便所改修他工事及びそれに伴う設備工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　受付最終日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局財政部契約監理課（以下「契約監理課」という。）

　発注工事を，受付期間の最終日において施工中（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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，受付期間の最終日におい

　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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

その他



１０６３

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

第１日目　平成２９年６月１２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　平成２９年６月１３日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

平成２９年５月２６日（金）～６月９日（金）

※　土曜，日曜を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後８ 

　時）

※　紙書類として提出することが指定されている書類については，契約監理課

　あて郵送又は持参すること。

※　持参による場合は，土曜，日曜を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

平成２９年６月１４日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



神戸市公告第１４８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。

　　平成２９年５月２６日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０６４

有野小学校外壁改修他工事工 事 名

神戸市北区藤原台中町３－１７－１工事場所

平成３０年２月２８日　完成期限

外壁改修工事，屋根改修工事，屋上防水改修工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　受付最終日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局財政部契約監理課（以下「契約監理課」という。）発

　注工事を，受付期間の最終日において施工中（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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，受付期間の最終日におい

　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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

その他



１０６５

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎３号館３階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４６・７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

　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。

平成２９年５月２６日（金）～６月９日（金）

※　土曜，日曜を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後８ 

　時）

※　紙書類として提出することが指定されている書類については，契約監理課

　あて郵送又は持参すること。

※　持参による場合は，土曜，日曜を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

第１日目　平成２９年６月１２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　平成２９年６月１３日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書によります。

方 法

平成２９年６月１４日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法



　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１４９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。

　　平成２９年５月２６日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０６６

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

舞子中学校便所改修工事工 事 名

神戸市垂水区狩口台３丁目１番１号工事場所

平成２９年１１月３０日　完成期限

１・２号棟便所部分改修工事，３号棟便所全面改修工事，これらに伴う電気設

備工事，給排水衛生設備工事及び換気設備工事
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ｂ又はＣ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　受付最終日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局財政部契約監理課（以下「契約監理課」という。）発

　注工事を，受付期間の最終日において施工中（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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

その他



１０６７

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎３号館３階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４６・７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，受付期間の最終日におい

　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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

第１日目　平成２９年６月１２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　平成２９年６月１３日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書によります。

方 法

平成２９年５月２６日（金）～６月９日（金）

※　土曜，日曜を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後８ 

　時）

※　紙書類として提出することが指定されている書類については，契約監理課

　あて郵送又は持参すること。

※　持参による場合は，土曜，日曜を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

平成２９年６月１４日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　「保留通知書」

方 法



８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５０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。

　　平成２９年５月２６日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０６８

　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」

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

広陵小学校便所改修工事工 事 名

神戸市北区筑紫が丘２丁目９番１号工事場所

平成２９年１１月１７日　完成期限

北校舎便所改修工事，仮設便所設置及び撤去工事，これらに伴う電気設備工事

及び機械設備工事
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可



１０６９

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎３号館３階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４６・７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建築一般Ｂ又はＣ又はＤ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　受付最終日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局財政部契約監理課（以下「契約監理課」という。）発

　注工事を，受付期間の最終日において施工中（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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，受付期間の最終日におい

　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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

その他

平成２９年５月２６日（金）～６月９日（金）

※　土曜，日曜を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後８ 

　時）

※　紙書類として提出することが指定されている書類については，契約監理課

　あて郵送又は持参すること。

※　持参による場合は，土曜，日曜を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間



７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５１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。

　　平成２９年５月２９日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項
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第１日目　平成２９年６月１２日（月）午前９時～午後８時

第２日目　平成２９年６月１３日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書によります。

方 法

平成２９年６月１４日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



１０７１

　　飲料自動販売機設置場所（施設名，台数，屋内屋外の別，住所及び予定価格（最低月額賃

　料）別表のとおり）の貸し付け

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次の⑴～⑶の要件をすべて満たす法人又は個人に限り入札に参加することができます。

　⑴　次の①～③のいずれにも該当しない者であること

　　①　当該入札に係る契約を締結する能力を有しない

　　②　破産者で復権を得ない

　　③　国税及び神戸市税の未納がある

　⑵　次の①～⑥のいずれにも該当しない者（いずれかに該当する者であって，その事実があ

　　った後３年間経過した者を含む。）であること

　　①　競争入札又はせり売りにおいて，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

　　②　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

　　③　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の

　　　実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき

　　④　正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき

　　⑤　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つたとき

　　⑥　①～⑤の規定により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

　⑶　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）に該当しないこと

３　入札に必要な書類を示す場所

　　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１７階

　　神戸市行財政局財政部管財課（電話番号　０７８－３２２－５１４０）

　　（以下「管財課」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

　⑴　交付期間

　　　平成２９年５月２９日（月）から６月９日（金）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３

　　年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）午前９時から午後５

　　時まで（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　交付場所

　　　管財課

　⑶　交付方法

　　　無料交付

５　入札参加申込みの日時及び場所

　⑴　入札参加申込みの日時
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　　　平成２９年５月２９日（月）から６月９日（金）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。）午前９時から午後５時まで（正午から午後１時ま

　　でを除く。）

　⑵　入札参加申込みの場所

　　　管財課

　⑶　入札参加申込みに関する事項

　　　入札への参加は，上記５⑴の期間内に申込みをした者に限ります。

６　入札の日時，場所及び方法

　⑴　入札の日時

　　　平成２９年６月１４日（水）から６月２１日（水）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。）午前９時から午後５時まで（正午から午後１時ま

　　でを除く。）

　⑵　入札の場所

　　　管財課

　⑶　入札の方法

　　　本市が交付する所定の入札書により入札すること（郵送又は持参すること。）。

７　開札の日時及び場所

　⑴　開札の日時

　　　平成２９年７月４日（火）午前９時３０分より

　⑵　開札の場所

　　　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２３階　１２３４会議室

８　入札保証金に関する事項

　　入札保証金は，免除とします。

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。

　⑴　「入札書」が所定の日時を過ぎて到着したとき

　⑵　「入札参加申込書兼誓約書」の提出がないとき

　⑶　予定価格（最低月額賃料）に達しない金額をもって入札したとき

　⑷　「入札書」の金額その他主要な事項の記載が確認しがたいとき

　⑸　「入札書」に記名及び実印（委任している場合は受任者届出印）の押印がないとき

　⑹　「入札書」の金額の前に「￥」マークがないとき

　⑺　一つの入札に対して２通以上の「入札書」を提出したとき

　⑻　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

　⑼　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

　⑽　入札者の資格がない者が入札したとき

　⑾　本市から交付される｢入札書｣以外の用紙を使用して入札したとき

　⑿　鉛筆，シャープペンシルその他訂正の容易な筆記具により記入したとき

　⒀　「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

　⒁　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき
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１０　その他

　⑴　本件契約の詳細については，実施要領で確認してください。

　⑵　落札者の決定の方法

　　　落札者は，規則第１０条の規定により定めた予定価格以上の価格のうち，最高の価格をも

　　って入札をした者とします。落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは，

　　直ちに，くじにより落札者を決定します。

　⑶　契約締結の手続

　　　契約の締結は，平成２９年７月３１日（月）までに行います。

　⑷　入札の実施要領の内容は，神戸市ホームページで見ることができます。

　　　（http://www.city.kobe.lg.jp/jihanki/）

　

別表

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５２号

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

号）第４条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第２７条の１２の規定により，次のとおり公告しま

す。

　　平成２９年５月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造　

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　神戸市敬老優待乗車証の更新業務に伴う福祉情報システムの改修業務一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市保健福祉局高齢福祉部高齢福祉課

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

３　随意契約の相手方を決定した日

　　平成２９年３月２４日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社野村総合研究所

　　　　代表取締役社長　此本　臣吾

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

予定価格（最低

月額賃料）（円）
住　　　所

屋内

屋外
台数施　　設　　名№

２，２００長田区大橋町３丁目２－５屋内１長田消防署大橋出張所１

２，６００北区山田町衛原字桂上５－７８屋外４つくはら湖展望台２

１，３００北区惣山町２丁目１番屋外１惣山暫定少年グラウンド３

２，２００須磨区小寺町２丁目７屋内１環境局須磨事務所２４

２，２００垂水区名谷町字高曽２４３９－１屋内１市営ベルデ名谷住宅５番館前５

２，２００西区見津が丘１町目９屋内１こうべ環境未来館６



　　東京都千代田区大手町１丁目９番２号

５　随意契約に係る契約金額

　　５５，２６０，９００円

６　契約の相手方を決定した手続

　　次項に規定する理由により，第４項に規定する者以外に契約の相手方となるべき者がいな

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由

　　特殊な技術に係る特定役務の調達をする場合において，当該調達の相手方が特定されてい

　るため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５３号

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第１項の規

定による届出があったので，法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定により次

のとおり公告するとともに，当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の

添付書類を次のとおり縦覧に供します。

　なお，法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者，神戸市において事業活動

を行う者，神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団体

その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は，平成２９年５月３０日から４月以内に，神戸市に対

し，意見書の提出により，意見を述べることができます。

　　平成２９年５月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　神戸市長　久　元　喜　造

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　神鉄ビル

　　神戸市兵庫区大開通１丁目１番１

２　変更しようとする事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　　　（変更前）

　　　（変更後）
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閉店時刻開店時刻小売業者名

午後９時午前９時株式会社神鉄エンタープライズ

午後１０時午前１０時株式会社松原書店

午後８時午前１０時株式会社大創産業

午前１時午前１０時株式会社ゲオホールディングス

閉店時刻開店時刻小売業者名
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　⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　（変更前）午前８時３０分から午後１０時まで

　　　（変更後）午前７時３０分から午後１０時まで

３　変更する年月日

　　平成２９年５月２０日

４　法第５条第１項第２号又は第４号から第６号までに掲げる事項で上記２に掲げるもの以外

　の事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

　　その代表者の氏名

　⑵　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　　１，９０４平方メートル

　⑶　駐車場の位置及び収容台数

　⑷　駐輪場の位置及び収容台数

　⑸　荷さばき施設の位置及び面積

　⑹　廃棄物等の保管施設の位置及び容量
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午後１０時午前８時株式会社神鉄エンタープライズ

午後１０時午前８時株式会社松原書店

午後１０時午前８時株式会社大創産業

午前１時午前８時株式会社ゲオホールディングス

法人にあっては

代表者の氏名
住　　　　所氏名又は名称

代表取締役

中西　誠

神戸市兵庫区大開通１丁目１番

１号

株式会社神鉄エンタープライ

ズ

代表取締役

西浦　淳

大阪府大阪狭山市茱萸木７丁目

１１８０
株式会社松原書店

代表取締役

矢野　博丈

広島県東広島市西条吉行東１丁

目４番１４号
株式会社大創産業

代表取締役

遠藤　結蔵
名古屋市中区富士見町８番８号

株式会社ゲオホールディング

ス

収容台数位　　置駐車場の種類

２台建物南側及び１階南側自走式平面駐車場

収容台数位　　置

２０台建物北側

面　　積位　　置

３０平方メートル１階西側



　⑺　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

 

　⑻　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　午前５時から午後１０時まで

５　届出年月日

　　平成２９年５月１９日

６　縦覧期間

　　平成２９年５月３０日から平成２９年９月２９日まで

７　縦覧場所

　　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７階

　　神戸市経済観光局経済部経済政策課

―――――――――――――――――

神戸市公告第１５４号

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

号）第４条に規定する特定調達契約に係る随意契約の相手方を決定したので，同令第１２条及び

神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号）第２７条の１２の規定により，次のとおり公告しま

す。

　　平成２９年５月３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神戸市長　久　元　喜　造　

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　税務オンラインシステムの改修業務　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　神戸市行財政局主税部市民税課

　　神戸市中央区東町１１３番地の１

３　随意契約の相手方を決定した日
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容　　量位　　置

３．１立方メートル１階南側廃棄物保管施設①

１．９立方メートル建物南側廃棄物保管施設②

４．０立方メートル建物南側廃棄物保管施設③

９．０立方メートル合　　計

位　　置出入口の数

敷地北側１ヶ所入口

敷地南側１ヶ所出口

２ヶ所合計
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　　平成２９年４月２７日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社日立製作所　神戸支店

　　　　支店長　中田　勝彦

　　神戸市中央区雲井通７丁目１番１号

５　随意契約に係る契約金額

　　金１２９，１０６，２２４円（うち消費税額９，５６３，４２４円）

６　契約の相手方を決定した手続

　　次項に規定する理由により，第４項に規定する者以外に契約の相手方となるべき者がいな

　いため，同項に規定する者を契約の相手方としました。

７　随意契約による理由

　　既に契約を締結した特定役務（以下「既契約特定役務」という。）につき，既契約特定役

　務に連接して提供を受ける同種の特定役務の調達をする場合であって，既契約特定役務の調

　達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約特定役務の便益を享受することに著しい支

　障が生ずるおそれがあるため。

―――――――――――――――――

神戸市公告第１６３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。

　　平成２９年５月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

須磨消防署新築工事工 事 名

神戸市須磨区中島町１丁目１－１工事場所

平成３１年２月２８日完成期限

庁舎棟新築工事，ホース干塔新築工事，訓練棟新築工事，これらに伴う外構工

事・土木工事
工事概要

初年度に全体の請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上になる場合は，特定建設業の許

可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事
等級



３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎３号館３階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４６・７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０７８

平成２９年５月３１日（水）～６月２０日（火）

※　土曜，日曜を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後８ 

　時）

※　紙書類として提出することが指定されている書類については，契約監理課

　あて郵送又は持参すること。

※　持参による場合は，土曜，日曜を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

請負入札参加資格における等級をいう。

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　受付最終日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局財政部契約監理課（以下「契約監理課」という。）発

　注工事を，受付期間の最終日において施工中（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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，受付期間の最終日におい

　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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

その他

第１日目　平成２９年６月２１日（水）午前９時～午後８時

第２日目　平成２９年６月２２日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

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



１０７９

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１６４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。

　　平成２９年５月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書によります。

平成２９年６月２３日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

菅の台小学校給水設備他改修工事工 事 名

神戸市須磨区菅の台４－３－２工事場所

平成２９年９月２９日完成期限

水道直圧化工事ほか工事概要



２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎３号館３階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４６・７）

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

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０８０

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

管工事業に係る建設業の許可建設業の許可

管一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　受付最終日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局財政部契約監理課（以下「契約監理課」という。）

　発注工事を，受付期間の最終日において施工中（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２４年４月１日から受付最終日の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６５点以上

　　であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，受付期間の最終日におい

　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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

⑸　協同組合として入札に参加する場合，当該組合の組合員は単独で入

　札に参加することはできません。

その他

平成２９年５月３１日（水）～６月６日（火）受付期間



１０８１

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１６５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。

　　平成２９年５月３１日

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

第１日目　平成２９年６月７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　平成２９年６月８日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

平成２９年６月９日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

※　土曜，日曜を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後８ 

　時）

契約監理課提出場所

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



    神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０８２

山田町衝原地区汚水管改良工事工 事 名

神戸市北区山田町衝原工事場所

平成２９年１１月３０日完成期限

管きょ更生工　φ２５０－２９４．６３ｍ工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可

　下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）以上にな

る場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

　平成２８・２９年度神戸市競争入札参加資格において「管更生」を希望業

種として登録していること。（希望順位は問わない。）
登録業種

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　受付最終日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　公益財団法人「日本下水道新技術機構」の建設技術審査証明を有す

　る管更生工法で，当該工事のすべての本管径に対応するいずれかの工

　法が可能であること。

　　上記工法に関する研修又は講習終了技術者を配置予定技術者とする

　こと。

⑷　神戸市行財政局財政部契約監理課（以下「契約監理課」という。）

　発注工事を，受付期間の最終日において施工中（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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑸　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，受付期間の最終日におい

　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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑷⑸中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

その他



１０８３

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎３号館３階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４６・７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

　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。

平成２９年５月３１日（水）～６月６日（火）

※　土曜，日曜を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後８ 

　時）

受付期間

契約監理課提出場所

第１日目　平成２９年６月７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　平成２９年６月８日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

平成２９年６月９日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１６６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。

　　平成２９年５月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０８４

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

北消防団大沢支団第４分団器具庫建替他工事工 事 名

神戸市北区大沢町日西原字辻ヶ原１１２５番１，他工事場所

平成３０年３月２３日完成期限

現器具庫解体工事，新器具庫新築工事，旧器具庫及びサイレン塔解体工事，こ

れらに伴う電気・機械設備工事
工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可建設業の許可

建築一般Ｂ又はＣ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　受付最終日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局財政部契約監理課（以下「契約監理課」という。）

　発注工事を，受付期間の最終日において施工中（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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，受付期間の最終日におい

その他



１０８５

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎３号館３階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４６・７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

　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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

第１日目　平成２９年６月７日（水）午前９時～午後８時

第２日目　平成２９年６月８日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

平成２９年５月３１日（水）～６月６日（火）

※　土曜，日曜を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後８ 

　時）

受付期間

契約監理課提出場所

平成２９年６月９日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法



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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

神戸市公告第１６７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。

　　平成２９年５月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　入札に付する事項

２　入札に参加する者に必要な資格

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

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０８６

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

神戸高専外壁改修他工事　その２工 事 名

神戸市西区学園東町８－３工事場所

平成３０年２月２８日　完成期限

外壁改修，防水改修，塗装改修工事及びこれらに伴う設備工事工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

建築工事業に係る建設業の許可

　下請契約の合計金額が６，０００万円以上となる場合には，特定建設業の

許可を必要とします。

建設業の許可

建築一般Ａ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。

⑵　受付最終日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局財政部契約監理課（以下「契約監理課」という。）

その他



１０８７

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎３号館３階

　　契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４６・７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

　発注工事を，受付期間の最終日において施工中（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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，受付期間の最終日におい

　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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し，検査

　　に合格した契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

平成２９年５月３１日（水）～６月１３日（火）

※　土曜，日曜を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後８ 

　時）

※　紙書類として提出することが指定されている書類については，契約監理課

　あて郵送又は持参すること。

※　持参による場合は，土曜，日曜を除く　午前９時～正午，午後１時～午後

　５時

受付期間

第１日目　平成２９年６月１４日（水）午前９時～午後８時

第２日目　平成２９年６月１５日（木）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書によります。

方 法



８　入札保証金

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

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

―――――――――――――――――

 

神戸市公告第１６８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。

　　平成２９年５月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市役所本庁舎電気調達

　⑵　予定数量

　　　１０，７１８，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市役所本庁舎

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１０８８

平成２９年６月１６日（金）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無



１０８９

　⑷　納入期限

　　　平成２９年１０月１日から平成３０年９月３０日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　平成２８年度及び平成２９年度神戸市物品等競争入札参加資格又は平成２９年度神戸市物品等

　　競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　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。

　⑸　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３号館３階

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

　　入札説明書をダウンロードしてください。

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号



　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１５日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（土曜，日曜を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で１ＭＢを超えるも

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１６日（金）まで（神戸市の休日を定める

　　　条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　平成２９年７月１８日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　平成２９年７月１９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。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 平成２９年７月１９日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，平成２９年７月１８

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３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

　⑴　開札日時

　　　平成２９年７月２１日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　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。

　⑿　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。

　⒀　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
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　　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　

　⑴　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財政部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，平成２９年６月１６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。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局財政部契約監理課にて午前９時から午後５時まで 

　　（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

  　この契約は，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。

１７　Summary 

　⑴　Contract Content : Electricity to use in Kobe City Hall. 

　⑵　Quantity : 10,718,000kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 16, 2017.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 19, 2017.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

　　Division, Finance Department, 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１６９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。

　　平成２９年５月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市環境局布施畑環境センター破砕選別施設電気調達

　⑵　予定数量
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　　　１，７９２，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市環境局布施畑環境センター破砕選別施設

　⑷　納入期限

　　　平成２９年１０月１日から平成３０年９月３０日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　平成２８年度及び平成２９年度神戸市物品等競争入札参加資格又は平成２９年度神戸市物品等

　　競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　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。

　⑸　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３号館３階

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで

　⑵　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。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１５日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（土曜，日曜を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で１ＭＢを超えるも

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１６日（金）まで（神戸市の休日を定める

　　　条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　平成２９年７月１８日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　平成２９年７月１９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。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 平成２９年７月１９日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，平成２９年７月１８

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）
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　　イ　提出場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３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

　⑴　開札日時

　　　平成２９年７月２１日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　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。

　⑿　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。

　⒀　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　

　⑴　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財政部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，平成２９年６月１６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。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局財政部契約監理課にて午前９時から午後５時まで 

　　（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６  その他

  　この契約は，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。

１７  Summary 

　⑴  Contract Content : Electricity to use in Fusehata Fragmented Waste Separation 

　　Facility. 

　⑵  Quantity : 1,792,000kWh

　⑶  Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 16, 2017.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 19, 2017.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

　　Division, Finance Department, 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１７０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。

　　平成２９年５月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造
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１０９７

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市中央卸売市場本場電気調達

　⑵　予定数量

　　　１２，４０１，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市中央卸売市場本場

　⑷　納入期限

　　　平成２９年１０月１日から平成３０年９月３０日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　平成２８年度及び平成２９年度神戸市物品等競争入札参加資格又は平成２９年度神戸市物品等

　　競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　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。

　⑸　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３号館３階

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。
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６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１５日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（土曜，日曜を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で１ＭＢを超えるも

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１６日（金）まで（神戸市の休日を定める

　　　条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　平成２９年７月１８日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　平成２９年７月１９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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１０９９

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 平成２９年７月１９日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，平成２９年７月１８

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３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

　⑴　開札日時

　　　平成２９年７月２１日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　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。

　⑿　この入札に参加する複数の者の関係が，中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１ 

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

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

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

　　る者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。
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　⒀　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　

　⑴　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財政部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，平成２９年６月１６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。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局財政部契約監理課にて午前９時から午後５時まで 

　　（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，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。

１７　Summary 

　⑴  Contract Content : Electricity to use in Kobe City Central Wholesale Market. 

　⑵  Quantity : 12,401,000kWh

　⑶  Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 16, 2017.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 19, 2017.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

　　Division, Finance Department, 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１７１号

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

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

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

月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の５第１項において読み替える規則第４条及
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１１０１

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。

　　平成２９年５月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市建設局玉津処理場電気調達

　⑵　予定数量

　　　１０，７８２，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市建設局玉津処理場

　⑷　納入期限

　　　平成２９年１０月１日から平成３０年９月３０日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　平成２８年度及び平成２９年度神戸市物品等競争入札参加資格又は平成２９年度神戸市物品等

　　競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　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。

　⑸　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３号館３階

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）
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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

　⑴　交付期間

　　　公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１５日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（土曜，日曜を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で１ＭＢを超えるも

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１６日（金）まで（神戸市の休日を定める

　　　条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　平成２９年７月１８日（火）　午前９時から午後８時まで
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 第２日目　　平成２９年７月１９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。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 平成２９年７月１９日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，平成２９年７月１８

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３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

　⑴　開札日時

　　　平成２９年７月２１日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　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。

　⑿　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
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　　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。

　⒀　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　

　⑴　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財政部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，平成２９年６月１６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。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局財政部契約監理課にて午前９時から午後５時まで 

　　（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，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。

１７　Summary 

　⑴  Contract Content : Electricity to use in Tamatsu Sewage Treatment Plant. 

　⑵  Quantity : 10,782,000kWh

　⑶  Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 16, 2017.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 19, 2017.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

　　Division, Finance Department, 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１７２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。

　　平成２９年５月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市西部環境センター電気調達

　⑵　予定数量

　　　１５，９３５，２００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市西部環境センター

　⑷　納入期限

　　　平成２９年１０月１日から平成３０年９月３０日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　平成２８年度及び平成２９年度神戸市物品等競争入札参加資格又は平成２９年度神戸市物品等

　　競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　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。

　⑸　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
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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３号館３階

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１５日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（土曜，日曜を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で１ＭＢを超えるも

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１６日（金）まで（神戸市の休日を定める

　　　条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

８　入札書の提出期間及び提出方法等
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　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　平成２９年７月１８日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　平成２９年７月１９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。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 平成２９年７月１９日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，平成２９年７月１８

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３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

　⑴　開札日時

　　　平成２９年７月２１日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。
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　⑾　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。

　⑿　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。

⒀　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　

　⑴　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財政部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，平成２９年６月１６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。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局財政部契約監理課にて午前９時から午後５時まで 

　　（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，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。

１７　Summary 

　⑴  Contract Content : Electricity to use in Seibu Landfill Center. 

　⑵  Quantity : 15,935,200kWh

　⑶  Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 16, 2017.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 19, 2017.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

　　Division, Finance Department, 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１７３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。

　　平成２９年５月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市環境局事業部港島クリーンセンター電気調達

　⑵　予定数量

　　　４１９，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市環境局事業部港島クリーンセンター

　⑷　納入期限

　　　平成２９年９月２１日から平成３０年９月３０日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　平成２８年度及び平成２９年度神戸市物品等競争入札参加資格又は平成２９年度神戸市物品等

　　競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　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。

　⑸　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
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　　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３号館３階

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１５日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（土曜，日曜を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で１ＭＢを超えるも

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１６日（金）まで（神戸市の休日を定める

　　　条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　平成２９年７月１８日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　平成２９年７月１９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。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 平成２９年７月１９日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，平成２９年７月１８

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３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

　⑴　開札日時

　　　平成２９年７月２１日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。
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　⑼　鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　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。

　⑿　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。

　⒀　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　

　⑴　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財政部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，平成２９年６月１６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。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局財政部契約監理課にて午前９時から午後５時まで 

　　（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，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。

１７　Summary 

　⑴  Contract Content : Electricity to use in Minatojima Clean Center. 

　⑵  Quantity : 419,000kWh

　⑶  Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 16, 2017.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 19, 2017.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

　　Division, Finance Department, 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１７４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。

　　平成２９年５月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市環境局事業部西クリーンセンター電気調達

　⑵　予定数量

　　　５５５，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市環境局事業部西クリーンセンター

　⑷　納入期限

　　　平成２９年１０月１日から平成３０年９月３０日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　平成２８年度及び平成２９年度神戸市物品等競争入札参加資格又は平成２９年度神戸市物品等

　　競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　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
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　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　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３号館３階

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１５日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（土曜，日曜を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で１ＭＢを超えるも

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１６日（金）まで（神戸市の休日を定める

　　　条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）
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　　イ　提出場所　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　平成２９年７月１８日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　平成２９年７月１９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。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 平成２９年７月１９日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，平成２９年７月１８

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３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

　⑴　開札日時

　　　平成２９年７月２１日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

　⑹　入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。
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　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　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。

　⑿　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。

　⒀　　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　

　⑴　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財政部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，平成２９年６月１６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。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局財政部契約監理課にて午前９時から午後５時まで 

　　（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，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。

１７　Summary 

　⑴  Contract Content : Electricity to use in Nishi Clean Center. 

　⑵  Quantity : 555,000kWh

　⑶  Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 16, 2017.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 19, 2017.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at 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

　　　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１７５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。

　　平成２９年５月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市東部環境センター電気調達

　⑵　予定数量

　　　２，７３９，８００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市東部環境センター

　⑷　納入期限

　　　平成２９年１０月１日から平成３０年９月３０日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　平成２８年度及び平成２９年度神戸市物品等競争入札参加資格又は平成２９年度神戸市物品等

　　競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　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 
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　　（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。

　⑸　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３号館３階

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１５日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（土曜，日曜を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で１ＭＢを超えるも

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合
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　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１６日（金）まで（神戸市の休日を定める

　　　条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　平成２９年７月１８日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　平成２９年７月１９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。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

 平成２９年７月１９日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，平成２９年７月１８

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３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

　⑴　開札日時

　　　平成２９年７月２１日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。
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　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　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。

　⑿　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。

　⒀　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　

　⑴　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財政部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，平成２９年６月１６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。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局財政部契約監理課にて午前９時から午後５時まで 

　　（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，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。

１７　Summary 

　⑴  Contract Content : Electricity to use in Toubu Landfill Center. 

　⑵  Quantity : 2,739,800kWh

　⑶  Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 16, 2017.
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　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 19, 2017.

　⑸  Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

　　Division, Finance Department, 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１７６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。

　　平成２９年５月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　ア　神戸市東灘区総合庁舎電気調達

　　イ　神戸市灘区総合庁舎電気調達

　　ウ　神戸市中央区総合庁舎電気調達

　　エ　神戸市兵庫区総合庁舎電気調達

　　オ　神戸市北区総合庁舎電気調達

　　カ　神戸市長田区総合庁舎電気調達

　　キ　神戸市須磨区総合庁舎電気調達

　　ク　神戸市西区総合庁舎電気調達

　　ただし，ア，イ，ウ，エ，オ，カ，キ，クは合併入札とします。

　⑵　予定数量

　　ア　１，１５５，０００キロワットアワー

　　イ　　６９５，２０３キロワットアワー

　　ウ　　６８５，００８キロワットアワー

　　エ　　６７３，０８７キロワットアワー

　　オ　　２９０，８６０キロワットアワー

　　カ　　９５０，０００キロワットアワー

　　キ　　４４２，０２１キロワットアワー

　　ク　　５０３，４６２キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　ア　神戸市東灘区総合庁舎

　　イ　神戸市灘区総合庁舎

　　ウ　神戸市中央区総合庁舎
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　　エ　神戸市兵庫区総合庁舎

　　オ　神戸市北区総合庁舎

　　カ　神戸市長田区総合庁舎

　　キ　神戸市須磨区総合庁舎

　　ク　神戸市西区総合庁舎

　⑷　納入期限

　　　平成２９年１０月１日から平成３０年９月３０日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　平成２８年度及び平成２９年度神戸市物品等競争入札参加資格又は平成２９年度神戸市物品等

　　競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　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。

　⑸　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３号館３階

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１５９）

５　入札に参加する者に必要な資格の審査

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

　は，入札説明書によります。

６　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間
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　　　公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

　　ウ　交付方法

 無料交付

７　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１５日（木）まで

 電子入札システムの稼動時間内（土曜，日曜を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で１ＭＢを超えるも

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１６日（金）まで（神戸市の休日を定める

　　　条例（平成３年３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　提出場所　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

８　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

 第１日目　　平成２９年７月１８日（火）　午前９時から午後８時まで

 第２日目　　平成２９年７月１９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。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限
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 平成２９年７月１９日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，平成２９年７月１８

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３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

　⑴　開札日時

　　　平成２９年７月２１日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

１０　入札保証金

　　規則第７条第２号の規定により免除します。

１１　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。ただし，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　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。

　⑿　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。

　⒀　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　

　⑴　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財政部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，平成２９年６月１６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。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局財政部契約監理課にて午前９時から午後５時まで 

　　（正午から午後１時までを除く。）無料で交付します。

１６　その他

　　この契約は，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。

１７　 Summary 

　⑴  Contract Content : A Electricity to use in Higashinada Ward office.

   　                    B Electricity to use in Nada Ward office.

                  　     C Electricity to use in Chuo Ward office.

                  　     D Electricity to use in Hyogo Ward office.

                  　     E Electricity to use in Kita Ward office.

                  　     F Electricity to use in Nagata Ward office.

                  　     G Electricity to use in Suma Ward office.

                  　     H Electricity to use in Nishi Ward office.

　⑵  Quantity : A 1,155,000kWh

　               B 　695,203kWh

　               C 　685,008kWh

　               D 　673,087kWh

　               E 　290,860kWh

　               F 　950,000kWh

　               G 　442,021kWh

　               H 　503,462kWh

　⑶  Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 16, 2017.

　⑷  Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 19, 2017.
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　⑸  Applicants can obtain bid application forms at Contract Administration 

　　Division, Finance Department, 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１７７号 

　神戸市都市景観条例（昭和５３年１０月条例第５９号）第３１条の９第２項の規定に基づく協議の申

し出がありましたので，同条第４項の規定により次のとおり公告し，当該申し出に係る書面及

び図書の写しを住宅都市局計画部景観政策課窓口において一般の縦覧に供します。

　　平成２９年５月３１日

    神戸市長　久　元　喜　造　

１　景観建築行為予定者の氏名及び住所

　　高井商事株式会社　代表取締役　高井　政典　

　　神戸市中央区加納町４丁目８番１７

２　代理者および設計者の氏名，住所及び電話番号

　　（代理者）

　　㈱エヌ・エイチ・ケイ日本ハウス神戸一級建築士事務所　深川　将登

　　神戸市東灘区御影本町４丁目３番１１号

　　０７８－８１１－３７４１

　　（設計者）

　　同上

３　景観影響建築行為の概要

　⑴　所在及び地番　神戸市中央区布引町２丁目３０１番１・３０２番２

　⑵　敷地面積　　　約　４１６．００平方メートル

　⑶　建築面積　　　約　３７１．０９平方メートル

　⑷　延べ面積　　　約３，０２６．５４平方メートル

　⑸　高さ　　　　　約　 ３４．９３メートル

　⑹　構造　　　　　鉄骨造

　⑺　階数　　　　　地上１０階／地下１階

　⑻　建物用途　　　店舗・事務所付共同住宅

４　縦覧の期間

　　平成２９年５月３１日から平成２９年６月１３日まで

　

―――――――――――――――――

神戸市公告第１７８号

　神戸港港湾計画について，港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３条の３第４項の国土交通省

令で定める軽易な変更をしたので，同条第９項の規定によりその概要を次のとおり公告します。
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１１２７

　　平成２９年５月３１日

   神戸港港湾管理者　神　戸　市　

   代表者　神戸市長　久　元　喜　造　

１　神戸港港湾計画の変更に関する事項

　　神戸港港湾計画の変更に関する事項は，次のとおりです。

　⑴　港湾環境整備施設計画

  

  

　⑵　土地利用計画

２　変更後の港湾計画の縦覧の場所

　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　神戸市みなと総局技術部計画課

―――――――――――――――――

神戸市公告第１８９号

　都市緑地法（平成１６年法律第１０９号）第５４条第２項の規定により緑地協定を認可したので，

同条第３項において準用する同法第４７条第２項の規定により，次のとおり公告するとともに，

当該緑地協定の写しを次の縦覧場所に備えて，公衆の縦覧に供します。

　　平成２９年６月１３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神戸市長　久　元　喜　造　

１　緑地協定の名称

　　グッドマン赤松台緑地協定

２　緑地協定区域

　　神戸市北区赤松台１丁目１番１

３　緑地協定の縦覧場所
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備　考規　模地　区　名

緑地２７ｈａ　ポートアイランド（第２期）地区

備　考土地利用面積（ｈａ）地　区　名

埠頭用地

港湾関連用地

工業用地

都市機能用地

交通機能用地

緑地

１１５　

９２　

４２　

５４　

１５　

７３　

ポートアイランド（第２期）地区

埠頭用地

港湾関連用地

工業用地

都市機能用地

交通機能用地

緑地

 ５　

６　

１６　

１４　

２１６　

１６　

神戸空港地区



　　神戸市中央区加納町６丁目５番１号

　　神戸市建設局公園部計画課

  区  役  所  

神戸市中央区公告第１７号

　行旅病人及行旅死亡人取扱法（明治３２年法律第９３号）第９条の規定により，行旅死亡人を次

のとおり公告します。

　　平成２９年５月２６日

神戸市中央区長　宮　本　一　郎　

１　本籍・住所・氏名　　　不詳

２　性　別　　　　　　　　男

３　年　齢　　　　　　　　６５～７５歳くらい

４　特　徴　　　　　　　　身長１６０㎝

  　　　　着衣は，カーキ色ジャンパー，グレー色長袖シャツ，茶色長ズボ

  　　　　ン，黒色ベルト，グレー色靴下，茶色靴，腕時計を着用。

５　死亡年月日　　　　　　平成２９年５月１日午前０時頃（推定）

６　発見年月日　　　　　　平成２９年５月１日午前７時４７分

７　発見場所　　　　　　　神戸市中央区小野浜町３番　みなとのもり公園内

８　死因　　　　　　　　　縊死

９　遺留金品　　　　　　　現金２０円と一銭硬貨在中の黒色合皮製小銭入れ，釣り竿等在中の

  　　　　リュックサック。リュック内のメモに「１９４５　１２　讃岐国生　７０

  　　　　歳４ヶ月２０日？　Ｈ１７　４月３０日」と記載あり。

  水  道  局  

神戸市水道公告第１９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。

　　平成２９年５月３１日

神戸市水道事業管理者　水　口　和　彦　

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称
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１１２９

　　　神戸市水道局千苅浄水場電気調達　

　⑵　予定数量

　　　１０，４１４，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市水道局千苅浄水場

　⑷　納入期限

　　　平成２９年１１月１日から平成３１年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　平成２８年度及び平成２９年度神戸市物品等競争入札参加資格又は平成２９年度神戸市物品等

　　競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　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。

　⑸　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部総務課（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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

６　入札に参加する者に必要な資格の審査
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　　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。

７　入札説明書の交付期間及び交付方法

　⑴　交付期間

　　　公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年

　　　３月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３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

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１５日（木）まで

 電子入札システムの稼働時間内（土曜，日曜，休日を除く，午前９時から午後８ 

　　　時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で１ＭＢを超えるも

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

　　　下記⑵によります。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１６日（金）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。）

 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　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階
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１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　平成２９年７月１８日（火）　午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　平成２９年７月１９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。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　　平成２９年７月１９日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，平成２９年７月１８

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３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

　⑴　開札日時

　　　平成２９年７月２１日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３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，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他必要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑾　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。

　⑿　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。

　⒀　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。

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

　⑴　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財政部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，平成２９年６月１６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。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局財政部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。（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。）

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　Summary 

　⑴　Contract Content : Electricity to use in Sengari Purification Plant.

　⑵　Quantity :10,414,000 kWh

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

　　intending to make bids : 5:00 p.m. June 16, 2017.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 19, 2017.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Finance Department, 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２０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。

　　平成２９年５月３１日

神戸市水道事業管理者　水　口　和　彦　

１　入札に付する事項

　⑴　物品の名称

　　　神戸市水道局名谷ポンプ場電気調達　

　⑵　予定数量

　　　４，８３８，０００キロワットアワー

　⑶　納入場所

　　　神戸市水道局名谷ポンプ場

　⑷　納入期限

　　　平成２９年１０月１日から平成３１年３月３１日まで

　⑸　物品の特質等

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

２　入札方式

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

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

　希望する場合は，紙による入札を認めます。

３　入札に参加する者に必要な資格

　⑴　平成２８年度及び平成２９年度神戸市物品等競争入札参加資格又は平成２９年度神戸市物品等

　　競争入札参加資格を有すること。

　⑵　入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から開札の日までの間

　　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。

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

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

　　計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

　⑷　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
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　　する小売電気事業者の登録を受けること。

　⑸　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部総務課（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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３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

　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

　⑴　交付期間

　　　公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで

　⑵　交付方法

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

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

　　入札説明書をダウンロードしてください。

　⑶　神戸市電子入札サイトを閲覧することができない者への交付

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

　　ア　交付期間

 公告の日から平成２９年６月１４日（水）まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３

　　　月条例第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ　交付場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３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

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１５日（木）まで

 電子入札システムの稼働時間内（土曜，日曜，休日を除く，午前９時から午後８時）

　　イ　ただし，押印が必要なもの，添付書類の電子データの容量が合計で１ＭＢを超えるも

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

　　　下記⑵によります。
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　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期間　公告の日の翌日から平成２９年６月１６日（金）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。）

 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　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３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

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３階

１０　入札書の提出期間及び提出方法等

　⑴　電子入札による場合

　　ア　提出期間

　　　　第１日目　平成２９年７月１８日（火）　午前９時から午後８時まで

　　　　第２日目　平成２９年７月１９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。

　⑵　紙入札による場合

　　ア　提出期限

　　　　平成２９年７月１９日（水）午前１０時まで（郵便による入札については，平成２９年７月１８

　　　日（火）午後５時までに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

　　イ　提出場所

 神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３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

　⑴　開札日時

　　　平成２９年７月２１日（金）午前１０時３０分から

　⑵　再入札

　　　再入札は１回のみ行います。

　⑶　紙入札の場合の開札結果の閲覧場所

　　　神戸市行財政局財政部契約監理課（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３号館３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
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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，１～５号，８～１１号につ

　いては，紙入札の場合に限ります。

　⑴　入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

　⑵　入札書の金額その他必要な事項の記載が確認し難いとき。

　⑶　入札書に記名及び押印がないとき。

　⑷　一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

　⑸　代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

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

　⑺　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑻　本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

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

　⑽　入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

　⑾　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。

　⑿　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。

　⒀　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。

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

　⑴　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財政部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，平成２９年６月１６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。

　⑵　入札参加資格の申請書は，行財政局財政部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。（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。）

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
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　た単価に基づく単価契約とします。

１９　Summary 

　⑴　Contract Content : Electricity to use in Myoudani Pumping Site.

　⑵　Quantity :4,838,000 kWh

　⑶　Deadline for submitting application forms and other required documents by 

　　those intending to make bids : 5:00 p.m. June 16, 2017.

　⑷　Deadline for submitting bids : 10:00 a.m. July 19, 2017.

　⑸　Applicants can obtain bid application forms at the Contract Administration 

　　Division, Finance Department, 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２２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。

　　平成２９年５月２６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市水道事業管理者　水　口　和　彦　

１　入札に付する事項　

２　入札に参加する者に必要な資格

　　（文中に「共同企業体の構成員」とある場合は，特記なき限りその代表者を含みます。）
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須磨（若草町）配水管取替工事№７工 事 名

神戸市須磨区若草町２・３丁目工事場所

平成３０年２月２８日完成期限

管布設延長：φ５０（ＰＰ）－３６６．８ｍ，φ７５（ＰＰ）－１．８ｍ，φ７５－４７．１ｍ，

　　　　　　φ１００－５２９．１ｍ，φ１５０－３．７ｍ

管撤去延長：φ７５－１０．８ｍ，φ１００－１６１．０ｍ，φ１５０－７８２．４ｍ

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業に係る建設業の許可

　ただし，下請金額の総額が４，０００万円（建築工事の場合は６，０００万円）

以上になる場合は，特定建設業許可を要します。

建設業の許可

土木Ａ又はＢ

　ただし，入札参加申込の受付期間の最終日において有効な神戸市工事

請負入札参加資格における等級をいう。

等級

⑴　神戸市内に本店を有すること。その他



３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎３号館３階

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４７）

４　入札に参加する者に必要な資格の審査等

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

　該契約の設計書等の閲覧及び貸与については，入札説明書等によります。

５　入札参加申込書の提出方法

６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法
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⑵　受付最終日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑶　神戸市行財政局財政部契約監理課（以下「契約監理課」という。）

　発注工事を，受付期間の最終日において施工中（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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑷　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，受付期間の最終日におい

　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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑶⑷中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

　第１日目　平成２９年６月１２日（月）午前９時～午後８時

　第２日目　平成２９年６月１３日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

　平成２９年５月２６日（金）～６月９日（金）

　土曜，日曜，祝日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後

８時）

受付期間

契約監理課提出場所



１１３９

８　入札保証金

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

　除します。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

  交  通  局  

　

神戸市交通管理規程第１号

　交通局部長等専決規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成２９年５月３１日

　　　　　神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

　　　交通局部長等専決規程の一部を改正する規程

　（交通局部長等専決規程の一部を改正）

第１条　交通局部長等専決規程（昭和３４年４月２４日交規程第３号）の一部を次のように改正す

　る。

　　別表第３（その他事務）中

「

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

平成２９年６月１４日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

　ウ　再入札の場合　　　　　　　　　　「再入札通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無

１　車内その他の広告料の収納事務手続きに関すること。

２　定期券の書換えに関すること。

営業推進

課長



      　　　 」

　を

「

      　　　 」　

　に改める。

　　　附　則

　この規程は，平成２９年６月１日から施行する。

―――――――――――――――――

神戸市交通公告第１６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。

　　平成２９年５月２６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸市交通事業管理者　岸　田　泰　幸　

１　入札に付する事項　

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１１４０

３　遺留品の取扱いに関すること。

１　軽易な技術上の連絡に関すること。

２　軽易な設計の変更に関すること。

３　財産台帳の総括整理に関すること。

４　不動産台帳の整理に関すること。

５　不動産の登記手続きに関すること。

６　公有財産に係る保険契約に関すること。

施設課長

１　車内その他の広告料の収納事務手続きに関すること。

２　定期券の書換えに関すること。

３　遺留品の取扱いに関すること。

４　不動産台帳の整理に関すること。

５　不動産の登記手続きに関すること。

６　公有財産に係る保険契約に関すること。

営業推進

課長

１　軽易な技術上の連絡に関すること。

２　軽易な設計の変更に関すること。

３　財産台帳の総括整理に関すること。

４　公有財産に係る保険契約に関すること。

施設課長

西神・山手線　軌道整備工事工 事 名

西神山手線　新長田～長田（西行線）

西神南駅構内（西行線），学園都市～運動公園（西行線），

運動公園～名谷（西行線）

工事場所

平成２９年１１月２４日完成期限



１１４１

２　入札に参加する者に必要な資格

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

３　入札に必要な書類を示す場所

　　郵便番号　６５０崖８５７０　神戸市中央区加納町６丁目５番１号　神戸市役所本庁舎３号館３階

　　神戸市行財政局財政部契約監理課（電話番号　０７８－３２２－５１４６・７）

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

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号

軌道整備工事：道床搗固め，通り整正

接着絶縁継目レール交換工事：接着絶縁継目レール交換，レール溶接，レール

交換に伴う電気信号設備工事

工事概要

請負金額の４割以内（中間前払金は２割以内）の額を支払う。前 払 金

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

単独企業形態

土木工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可建設業の許可

⑴　受付最終日において有効な経営事項審査の結果があること。

⑵　神戸市行財政局財政部契約監理課（以下「契約監理課」という。）

　発注工事を，受付期間の最終日において施工中（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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が６５点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，６５点未満とみなす。

⑶　契約監理課発注工事を，低入札価格調査手続要綱第４条に規定する

　調査基準価格を下回る価格をもって契約し，受付期間の最終日におい

　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２４年４月１日から受付最終日の１４日前までの間に完成し検査に

　　合格した，契約監理課発注工事の工事成績評定点の平均点が７０点以

　　上であること。

　・なお，工事実績がない場合については，７０点未満とみなす。

※　なお，⑵⑶中の「契約監理課発注工事」とは，契約監理課において

　入札した工事（単価契約工事・共同企業体の構成員として施工した工

　事を除く。），及び契約監理課で契約した随意契約工事とします。

その他

　平成２９年５月２６日（金）～６月２日（金）

　土曜，日曜，休日を除く，電子入札システムの稼動時間内（午前９時～午後

８時）

受付期間



６　入札の日時及び方法

７　開札の日時及び方法

８　入札保証金

　　神戸市交通局契約規程（昭和５１年８月交規程第１５号）第７条第２号の規定により免除しま

　す。

９　入札の無効

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

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

　⑵　入札者の資格のない者が入札したとき。

　⑶　入札金額に係る積算の内訳書の提出がないとき。

　⑷　期日までに指定した書類の提出がないとき。

　⑸　前各号に掲げるもののほか，特に指定した事項に違反したとき。

１０　その他

　⑴

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

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

　

平成２９年６月１３日   神  戸  市  公  報   第３５１１号１１４２

　第１日目　平成２９年６月５日（月）午前９時～午後８時

　第２日目　平成２９年６月６日（火）午前９時～午後３時
日 時

　電子入札システムにより，当該入札案件を検索の後，当該入札案件について

「入札書」を送信した後，「入札書」，「入札書受信確認通知」及び「入札書

受付票」を確認し，印刷，保存すること。なお，「内訳書」の提出については

入札説明書等によります。

方 法

契約監理課提出場所

平成２９年６月７日（水）午前１０時３０分日 時

　開札後，開札結果に応じて，以下の通知書を電子入札システムにより発行す

るので，その内容を確認し，印刷，保存すること。

　ア　落札候補者がある場合　　　　　　「保留通知書」

　イ　入札を打ち切る場合　　　　　　　「取止め通知書」

方 法

無
　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手

方との随意契約により締結する予定の有無


